富士市産業交流展示場

開催日時
１日（日）
11：00-16：00

１日（日）
16：00-21：00

２日（月）

催事名・催事内容

第２回 Re:HEAT（リヒート）～再燃～

会 場

対 象

主催者・連絡先

Re:HEAT 実行委員会
大展示場
事前
エントリー 090-6592-4715

ソフトダーツトーナメント大会

第 27 回 リ・ミックス ビッグバーゲン

大展示場

美容関連品展示販売会

美容師
㈲リ・ミックス
（無 料） 0545-60-1290

9：15-15：00

３日（火）
10：00-16：00

３日（火）
13：30-15：30

６日（金）
10：00-16：00

ウィッグ(かつら)展示即売会

一
（無

会議室

招待・会員 SATO 社会保険労務士法人
（無 料） 052-414-5836

かつらの展示即売

36 協定相談会（セミナー）
相談会（セミナー）

2019 ツール・ド・ダイヘン

屋外展示場 一
会議室 （無

般
㈱ユキ
料） 0120-20-3020

般
㈱丸協酸素商会
料） 0545-71-1189

溶接関連機器、商材の展示即売会

１０日（火） 新日本プロレス ROAD TO DESTRUCTION
17：30 開場
18：30 試合開始

会議室

プロレス

大展示場

一
（有

【チケット発売中】
特別ﾘﾝｸﾞｻｲﾄﾞ 10,000 円（当日 10,500 円）
リングサイド 8,000 円（当日 8,500 円）
指 定 席 Ａ 6,000 円（当日 6,500 円）
指 定 席 Ｂ 5,000 円（当日 5,500 円）
小中高生 当日のみ 2,000 円（要身分証）

般
ＩＫＧプロモーション㈱
料） 053-440-3880
http://ikg-pro.com/

※ 未就学児は、保護者膝上限り無料。
※ 車椅子での観戦はすべての席種で対応可能です。ご希望の席種を
お買い求めください。

ＩＫＧプロモーション、ヤマダスポーツ(富士市)、スポーツ館
一球堂(富士宮市)、イープラス、ローソンチケット、チケット
ぴあにて

１４日（土）
11：00-18：00

ミ ラ ク ル サイ

会議室

三楽来祭

招待・会員 ミツワ電機㈱ 富士(営)
（無 料） 0545-55-3960

電設資材の展示即売会

１５日（日） 田子浦地区 敬老会
10：00-12：00

敬老会式典 及び アトラクション

１５日（日） 核酸セミナー
13：30-15：00

会議室

※
※
※
※

大展示場

一
（有

上田ダンススクール
般
料） 0545-67-8335

ダンスパーティー（アマチュア演技発表とプロショータイム）

２０日（金） 安全運転管理者等法定講習会
9：45-16：00

招待・会員 フォーディズ㈱
（無 料） 03-5643-0651

核酸勉強会

１６日（月） 2019 上田ダンススクール ダンスパーティー
11：00-18：00

大展示場 招待・会員 田子浦地区区長連合会
（無 料） (田子浦まちづくりセンター)
0545-63-5209

大展示場

法定講習

法定講習
受講者

富士地区
安全運転管理協会
0545-52-9493

開催日時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
２０日（金） ベリィ・フェリーチェ ご優待セール
10：00-18：00

２１日（土）

会 場

対 象

主催者・連絡先

会議室

一
（無

般
㈱ベリィインターナショナル
料） 03-5651-0165

大展示場

一
（無

般
㈱ＩＤＯＭ
料）

大展示場

一
（無

般
創価学会
料）

大展示場

一
（無

般
富士公共職業安定所
料） 0545-51-2151

会議室

一
（無

般
富士地区
料） 学校生活協同組合
0545-35-7272

婦人服販売

10：00-15：00

２１日（土） Gulliver 中古車展示即売会
２２日（日） 中古車の展示即売会
２３日（月）
10：00-19：00

２１日（土） 絵本とわたしの物語展 静岡展
13：30-20：00

創価学会が取り組む「活字文化の振興」の一環として開催する

２２日（日） 「絵本」をモチーフにした展示会。
～
２９日（日）
10：00-20：00

２７日（金） 障害者就職面接会
13：30-15：30

就職を希望する障害者と企業との個別面接を中心とした就職面接会

２８日（土） 来春中学入学予定者のための制服試着会
２９日（日） 来春中学入学予定者への制服試着、展示
10：00-16：00
※
※
※
※

開催日時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/

