富士市産業交流展示場

開催日時
１日（日）
10：00-16：00

３日（火）
9：00-12：00

４日（水）
13：30-16：00

５日（木）
9：00-17：00

６日（金）

催事名・催事内容

会 場

ララちゃん、生田のオーダーメイドランドセル展示会

会議室

一
（無

般
㈱フレーベル静岡
料） 054-288-2020

会議室

一
（無

般
ＪＲ東海新富士電力所
料） 0545-64-3751

ララちゃん、生田のオーダーメイドランドセルを展示し、ご来場の
お客様の質問に答えます。

安全強化作業
事故防止会議

会議室

菌の科学性研修会

対 象

従業員

従事者研修

紙器・パッケージ・段ボール ソリューション展示会

主催者・連絡先

中央静岡ヤクルト販売㈱
054-264-8960

大展示場

招待・会員 ㈱ミマキエンジニアリング
（無 料） 052-807-7501

会議室

招待・会員 ㈱ベリィインターナショナル
（無 料） 03-5651-0165

業務用大型プリンタ、大型カッティングプロッタの展示

9：00-15：00

７日（土）
10：00-18：00

８日（日）

ベリィ・フェリーチェ ご優待セール
婦人服販売

10：00-15：00

７日（土）

DRAGON GATE プロレス 富士大会

17：00 開場
18：00 試合開始

プロレス

大展示場

一
（有

般
㈱ドラゴンゲート
料） エンターテイメント
ticket-info@dg-pro.jp

会議室

一
（無

般
ポーラザビューティー
料） 富士駅南店
0545-67-1558

大展示場

一
（無

般
東芝テック㈱
料） 054-281-7311

大展示場

一
（無

般
㈱静岡伊勢丹
料） 054-251-2211

【チケット発売中】
特別ＲＳ席 7,560 円（当日 8,100 円）
指 定 席 Ａ 5,400 円（当日 5,940 円）
指 定 席 Ｂ 4,320 円（当日 4,860 円）
チケットぴあ、ローソンチケット、イープラスにて発売中

８日（日）
11：00-16：00

ビューティーフェア(仮)
イベント

１１日（水） 物流・製造大改善展示会
11：00-16：00

RFID、バーコード、スキャナ、ハンディ類、音声認識、ウェアラブ
ル

１４日（土） ふじさんめっせ 伊勢丹 ミッドサマーバザール
10：00-18：00

婦人・紳士・子供のファッション洋品からリビングのお買得品、

１５日（日） 人気のスウィーツまで、品揃え豊富な伊勢丹の販売会
10：00-17：00

１４日（土） 日産労連 ライフサポート研修会
10：00-17：00

１５日（日）
13：30-15：00

核酸セミナー

※
※
※
※

会議室

招待・会員 フォーディズ㈱
（無 料） 03-5643-0651

会議室

一
（無

般
㈱フレーベル静岡
料） 054-288-2020

駐車場

一
（無

般
富士まつり実行委員会
料） 事務局：
富士市 富士山・観光課
0545-55-2777

核酸勉強会

ララちゃん、生田のオーダーメイドランドセルを展示し、ご来場の
お客様の質問に答えます。

２２日（日） 富士まつり 2018 シャトルバス発着所
9：30-22：00

招待・会員 日産労連 静岡地域本部
（無 料） 0545-54-1239

説明会及び研修会

１６日（月） ララちゃん、生田のオーダーメイドランドセル展示会
10：00-16：00

会議室

富士まつり 2018 へは、無料シャトルバスをご利用ください。
ふじさんめっせ駐車場は 9：30～22：00 まで無料開放されます。
(22：00 以降は出庫時に有料となります。ご注意ください)

開催日時、内容等は変更になる場合があります。
施設の利用が確定していないものは掲載していません。
事前の開催告知を希望していないものは掲載していません。
ふじさんめっせのイベントカレンダーは富士市内公共施設等に置いてあります。

● 交通のご案内、ご利用に関するお問い合わせは

〒416-0932 富士市柳島 189-8
TEL: 0545-65-6000 FAX: 0545-65-5810

http://www.fujisanmesse.com/

富士市産業交流展示場

開催日時
催事名・催事内容
２５日（水） 第 12 回 富士市環境フェア 出展希望者向け説明会
14：00-15：00

10：00-16：00

10：00-17：00

会議室

一
（無

会議室

招待・会員 シュガーレディ静岡
（無 料） 054-366-1881

会議室

要事前申込 匠プロモーション㈱

シュガーミート・化粧品の展示

２７日（金） 八百万の神１期特別講座

主催者・連絡先

出展希望者 富士市環境総務課
（無 料） 0545-55-2902

かつらの展示即売

２６日（木） シュガーミート展示会

対 象

会議室

第 12 回 富士市環境フェアの出展方法等の説明会

２６日（木） ウィッグ(かつら)展示即売会
10：00-16：00

会 場

般
㈱ユキ
料） 0120-20-3020

八百万の神様を学ぶ講座

２７日（金） 富士山骨董市
２８日（土） 古美術品の販売

大展示場

一
（無

般
富士山
料） 骨董市実行委員会
053-585-5445

大展示場

一
（無

般
納得住宅工房㈱
料） 0120-7109-58

大展示場

一
（無

般
(一社)
料） 日本電子機器補修協会
052-936-8887
https://jemtc.jp/

10：00-17：00

２９日（日）
10：00-16：00

２８日（土）
２９日（日）
10：00-17：00

２８日（土）
２９日（日）
11：00-17：00

※
※
※
※

第 10 回
ファン！ファン！ファン！なっとく住宅フェア
毎年大好評のなっとく住宅フェア。最新の住宅設備や人気のデザイナ
ーズ家具、ＬＤＫのデザイン空間の展示、家創りセミナーなど、実際
に見て触れながらお家のことを学べます。お子様の体験コーナーやネ
コバスのバディカフェなどの飲食ブースも充実！ ご家族お揃いで
お気軽にご来場くださいませ。

静岡第一テレビ・K-mix 後援

ジェクテク・ノートパソコン有償譲渡会
エコとリサイクルの普及推進として リユース再生パソコンの普及展
示

開催日時、内容等は変更になる場合があります。
施設の利用が確定していないものは掲載していません。
事前の開催告知を希望していないものは掲載していません。
ふじさんめっせのイベントカレンダーは富士市内公共施設等に置いてあります。

● 交通のご案内、ご利用に関するお問い合わせは

〒416-0932 富士市柳島 189-8
TEL: 0545-65-6000 FAX: 0545-65-5810

http://www.fujisanmesse.com/

