














E V E N T  S C H E D U L E  2 013 . 1 0　2 014 . 3

開催日 催事名 内容 お問合せ先 対象 料金 会場

10
月

5（土） スキマスイッチ コンサート コンサート 株式会社 キョードー西日本
TEL：092-714-0159 一般 全席指定 7,350円 福岡国際センター

5（土）・6（日） 日臨技九州支部医学検査学会(第48回) 学術会議 学会事務局 ナースプラザ福岡内
TEL：092-405-9033 関係者 福岡国際会議場

5（土）・6（日） いきものがかり コンサート コンサート 株式会社 BEA
TEL：092-712-4221 一般 全席指定 6,800円他 マリンメッセ福岡

6（日） 第32回さつき幼稚園大運動会 運動会 学校法人 福岡自然学園 さつき幼稚園
TEL：092-864-5550 関係者 福岡国際センター

8（火） BACKSTREET BOYS コンサート コンサート 株式会社 キョードー西日本
TEL：092-714-0159 一般 プレミアム･シート（グッズ

付）20,000円他 福岡国際センター

11（金）・12（土） 第9回九州ジャパン建材フェア 展示会 ジャパン建材 株式会社
TEL：092-626-3711 関係者 福岡国際センター

11（金）～13（日） 第58回公益社団法人日本口腔外科学会総会・学術大会 学術会議
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科
顎顔面機能再建学講座・顎顔面疾患制御学分野 
運営事務局 株式会社 コングレ九州支社内
TEL：092-716-7116

関係者 福岡国際会議場
マリンメッセ福岡

14（月・祝） ＡＡＡ コンサート コンサート 株式会社 つくす
TEL：092-771-9009 一般 全席指定 7,300円 福岡国際センター

14（月・祝） ℃-ute コンサート コンサート 株式会社 BEA
TEL：092-712-4221 一般 全席指定・一般席

6,800円他 福岡国際会議場

14（月・祝） ももいろクローバーZ コンサート コンサート 株式会社 キョードー西日本
TEL：092-714-0159 一般 全席指定

7,500円 マリンメッセ福岡

16（水）・17（木） KARA コンサート コンサート 株式会社 キョードー西日本
TEL：092-714-0159 一般 全席指定 8,880円 マリンメッセ福岡

18（金）～20（日） ワク沸クミウラフェア2013 環境機器等
の展示

三浦工業 株式会社 福岡支店
TEL：092-451-4451 関係者 福岡国際センター

19（土） 夢ナビライブ2013 大学説明会 株式会社 フロムページ
TEL：06-6231-5905 関係者 マリンメッセ福岡

19（土）・20（日） 第15回日本救急看護学会学術集会 学術会議
山口大学医学部保健学科内
第15回日本救急看護学会学術集会事務局
jaen15@yamaguchi－u.ac.jp

関係者 福岡国際会議場

21（月） アジアビューティーコングレス2013 in Kyushu 美容技術
コンテスト

株式会社 ダリア
TEL：092-472-2301 関係者 マリンメッセ福岡

22（火） 新生活産業創業支援フェア2013フランチャイズビジネス相談会
ビジネス
マッチング

新生活産業創業支援フェア事務局
（株式会社 ベーシック内）
TEL：0120-976-907

関係者 福岡国際会議場

23（水）「第2回しんきん合同商談会」～九州の元気な中小企業によるビジネスマッチング～
ビジネス
マッチング

一般社団法人 九州北部信用金庫協会
TEL：092-481-8815 一般 無料 マリンメッセ福岡

23（水） 標準化と品質管理九州地区大会2013 大会 一般財団法人 日本規格協会 福岡支部
TEL:092-282-9080 関係者 福岡国際会議場

25（金）～27（日） 第67回全国レクリエーション大会・福岡大会 大会
第67回全国レクリエーション大会・福岡大会実行
委員会事務局
TEL：092-633-2107

関係者
一般

一般 2,000円
学生 1,000円 福岡国際会議場

26（土） ナオト・インティライミ コンサート コンサート 株式会社 キョードー西日本
TEL：092-714-0159 一般 全席指定 6,300円 マリンメッセ福岡

28（月）・29（火） 九州建設技術フォーラム2013 in 福岡 大会
九州建設技術フォーラム実行委員会
（九州建設技術管理協会内）
TEL：092-471-0189

関係者 福岡国際会議場

31（木） 国産野菜の契約取引マッチング・フェア in 福岡 展示会 独立行政法人 農畜産業振興機構 野菜業務部
TEL：03-3583-9817 関係者 福岡国際会議場

11
月

1（金）～3（日） ガス＆住まいのトータルフェアくらしガ、スマート！ 2013 展示会 西部ガス 株式会社
TEL：092-633-2377 一般 無料 マリンメッセ福岡

4（月・祝） CRAZY KEN BAND コンサート コンサート 株式会社 BEA
TEL：092-712-4221 一般 全席指定 6,300円 福岡国際会議場

8（金）・9（土） ’13ワタナベグランドフェア 展示会 株式会社 渡辺藤吉本店
TEL：092-291-1320 関係者 マリンメッセ福岡

8（金）～10（日） 第53回日本核医学会学術総会 学術会議 福岡大学病院放射線部第二
TEL：092-801-1011(内線2180) 関係者 福岡国際会議場

8（金）～10（日） 第33回日本核医学技術学会総会学術大会 学術会議 産業医科大学病院放射線部
TEL：093-603-1611(内線3020) 関係者 福岡国際会議場



※このスケジュールは2013年9月30日現在の資料をもとに編集されています。スケジュール、料金等は変更されることがありますので主催者までご確認ください。

【各会場で2013年10月から2014年3月に行われるイベントスケジュール】

開催日 催事名 内容 お問合せ先 対象 料金 会場

11
月

10（日）～24（日） 平成25年 大相撲十一月場所 大相撲興行 財団法人 日本相撲協会 福岡先発事務所
TEL：092-291-9311 一般

タマリ席 14,300円
桝席A 11,300円
桝席B 10,300円
桝席C 9,200円他

福岡国際センター

12（火）～14（木） モノづくりフェア2013 展示会 日刊工業新聞社 西部支社 業務部
TEL：092-271-5715 関係者 招待券がない場合は

1,000円 マリンメッセ福岡

13（水）・14（木） 第9回九州ホスピタルショウ2013ふくおか福祉機器展 展示会 九州ホスピタルショウ・ふくおか福祉機器展事務局
TEL：092-431-3365 関係者 福岡国際会議場

16（土）・17（日） 第54回日本視能矯正学会 学術会議
医療法人 松井医仁会 大島眼科病院
運営事務局 株式会社 コングレ九州支社内
TEL：092-716-7116

関係者 福岡国際会議場

16（土）・17（日） 福岡キャンピングカー＆アウトドアショー2013 展示会
福岡キャンピングカー＆アウトドアショー2013事務局
有限会社 アプトプランニング内
TEL:0800-200-2523

一般
大人 800円
前売り 500円
小学生以下は無料

マリンメッセ福岡

22（金） 平成25年度 計装士技術維持講習 講習会 一般社団法人 日本計装工業会
TEL：03-3580-8921 関係者 福岡国際会議場

23（土・祝） 矢沢 永吉 コンサート コンサート 株式会社 キョードー西日本
TEL：092-714-0159 一般 S席 10,000円

A席 7,000円他 マリンメッセ福岡

23（土・祝） LinQ コンサート コンサート チケットぴあ
TEL：092-708-9944 一般 全席指定

4,200円 福岡国際会議場

24（日） 平成25年西日本新聞金婚夫婦表彰式 表彰式 「西日本新聞金婚夫婦表彰式」事務局
TEL：092-711-5620 関係者 福岡国際会議場

26（火） 九州山口合同就職応援フェア 就職説明会 福岡県若者しごとサポートセンター
TEL：092-720-8832 関係者 福岡国際会議場

28（木）～30（土） 第26回日本内視鏡外科学会総会 学術会議
福岡大学医学部消化器外科
運営事務局 株式会社 コンベンションリンケージ
TEL：092-437-4188

関係者 福岡国際会議場

12
月

2（月） 福岡美容専門学校 校内コンクール 美容技術
大会

福岡美容専門学校 福岡校
TEL：092-715-0017 関係者 福岡国際センター

5（木）～8（日） ISUグランプリファイナル福岡2013
フィギュア
スケート
競技会

【チケットに関するお問合せ】
株式会社 キョードー西日本 TEL：092-714-0159
【大会に関するお問合せ】
日本語 TEL:03-5777-8600
English TEL:03-5405-8686

一般
6,000円～18,000円、
4日間券
58,000円・70,000円

マリンメッセ福岡

6（金）～8（日） 第30回読売書法展九州展 展示会 読売書法会事務局
TEL：03-5159-5896 一般 500円 福岡国際センター

7（土） THE イナズマ戦隊 コンサート コンサート 株式会社 キョードー西日本
TEL：092-714-0159 一般 全席指定 4,500円 福岡国際会議場

8（日） SPYAIR コンサート コンサート 株式会社 キョードー西日本
TEL：092-714-0159 一般 全席指定 4,800円 福岡国際会議場

13（金）・14（土） ナチュラル雑貨＆ハンドメイドフェア 即売会 株式会社 アドベンチャー
TEL：096-214-1613 一般 500円

（優待割引券にて400円） 福岡国際センター

14（土） 高嶋 ちさ子 コンサート コンサート 株式会社 キョードー西日本
TEL：092-714-0159 一般 全席指定 5,000円 福岡国際会議場

20（金）・21（土）
・23日（月・祝） 安室 奈美恵 コンサート コンサート 株式会社 キョードー西日本

TEL：092-714-0159 一般 全席指定 8,500円 マリンメッセ福岡

21（土） JA福岡市東部ふれあいフェスティバル 展示会 JA福岡市東部
TEL：092-621-4663 一般 無料 福岡国際センター

22（日） DRAGON GATE THE FINAL GATE2013 in 博多 福岡国際センター大会
プロレス
興行

DRAGON GATE
TEL：078-333-9797 一般 スーパーシート 12,000円

RS席 8,000円 他 福岡国際センター

25（水） Juliet コンサート コンサート 株式会社 キョードー西日本
TEL：092-714-0159 一般 全席指定 4,800円 福岡国際会議場

28（土） 吉井 和哉 コンサート コンサート 株式会社 BEA
TEL：092-712-4221 一般 全席指定 7,500円 マリンメッセ福岡

1
月

5（日） 第14回日本習字全国席書大会福岡大会 大会 公益財団法人 日本習字教育財団
TEL：092-721-4555 一般 無料 福岡国際センター

11（土） 平成26年福岡市消防出初式 式典 福岡市消防局警防部警防課
TEL：092-725-6564 一般 無料 マリンメッセ福岡

13（月・祝） 平成25年度福岡市成人の日記念行事（はたちのつどい) 式典 福岡市こども未来局青少年健全育成課
TEL：092-711-4188 関係者 マリンメッセ福岡

17（金）～19（日） 骨董＆アンティーク in 福岡 即売会 「骨董＆アンティークin福岡」事務局
TEL：082-263-3497 一般 無料 福岡国際会議場



※このスケジュールは2013年9月30日現在の資料をもとに編集されています。スケジュール、料金等は変更されることがありますので主催者までご確認ください。
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開催日 催事名 内容 お問合せ先 対象 料金 会場

1
月

18（土）・19（日） 新春アイラブホームフェア2014 in 福岡 展示会 越智産業 株式会社
TEL：092-711-9714 関係者 マリンメッセ福岡

18（土）～20（月） 第55回家具ショージャパン 即売会 福岡家具商組合
TEL：092-661-1147 一般 招待券がない場合は

500円 福岡国際センター

24（金）～27（月） 福岡モーターショー2014 展示会 福岡モーターショー事務局
TEL:092-711-5491 一般

大人 1,300円
（前売 1,100円）
高校生 800円
(前売 600円)
中学生以下は無料 予定

福岡国際会議場
マリンメッセ福岡
福岡国際センター

30（木）・31（金） ニチリウ永瀬総合見本市2014 展示会 株式会社 ニチリウ永瀬
TEL：092-433-4456 関係者 マリンメッセ福岡

2
月

1（土）・2（日） 第27回ミッドウィンターセミナー 学術会議 日本放射線科専門医会・医会事務局
TEL：0493-35-4649 関係者 福岡国際会議場

1（土）・2（日） RDI・レナウンダーバンファミリーセール 即売会 株式会社 REDUインターフェイス
TEL：06-7177-3890 関係者 福岡国際センター

4（火）～7（金） ICRP-8/SPP-31（第8回反応性プラズマに関する国際会議） 国際会議 ICRP-8事務局 九州大学白谷研究室内
TEL：092-802-3723 関係者 福岡国際会議場

14（金）・15（土） 第19回手づくりフェア in 九州 即売会 九州手づくりフェア実行委員会
TEL：092-436-8007 一般 一般 700円他 マリンメッセ福岡

16（日） きりん幼稚園 音楽発表会 発表会 学校法人 やなぎ学園 きりん幼稚園
TEL：092-871-0366 関係者 福岡国際会議場

18（火） 会社合同説明会 就職説明会
福岡商工会議所経営本部 
商工・雇用支援グループ
TEL：092-441-2169

一般 無料 福岡国際会議場

20（木）・21（金） フクオカベンチャーマーケットアジアビッグマーケット2014 展示会 フクオカベンチャーマーケット協会事務局
TEL：092-725-2729 一般 無料 福岡国際センター

22（土） 第6回日本ロボット外科学会 学術会議
九州大学大学院医学研究院泌尿器科学分野
運営事務局 株式会社 コングレ九州支社内
TEL:092-716-7116

関係者 福岡国際会議場

22（土）・23（日） 第22回公募日本習字展 展示会 公益財団法人 日本習字教育財団
TEL：092-721-4555 一般 無料 福岡国際センター

3
月

1（土） 全国縦断にっぽん演歌の夢祭り2014 福岡公演 コンサート にっぽん演歌の夢祭り 福岡公演事務局 
TEL:092-716-3899 一般

SS席 12,600円
S席 10,500円
A席 8,400円
B席 6,300円

マリンメッセ福岡

2（日） レジナビフェア2014in福岡 就職説明会 株式会社 メディカル・プリンシプル社
TEL：03-6858-6300 一般 無料 マリンメッセ福岡

8（土）・9（日） 日産プリンス福岡 お客様感謝デー｢プリンスの日｣ 車の展示
商談会

日産プリンス福岡販売 株式会社
TEL：0120-44-5523 一般 無料 マリンメッセ福岡

9（日） 第7回日本臨床獣医学フォーラム九州地区大会 学術会議 稲員犬猫香椎病院
TEL：092-681-0480 関係者 福岡国際会議場

11（火） 平成25年度 卒業証書授与式 卒業式 専門学校 麻生リハビリテーション大学校
TEL:0120-371-007 関係者 福岡国際会議場

14（金）・15（土） 高校生お仕事スタジアム 就職関連
イベント

麻生専門学校グループ福岡校入学相談会
TEL:0120-371-007 一般 無料 福岡国際会議場

15（土）・16（日） 希望の祭典 in FUKUOKA コンサート
希望の祭典 in FUKUOKA 事務局
（福岡福音自由教会）
TEL:092-806-0038

一般 無料 福岡国際センター

15（土）・16（日） 西野 カナ コンサート コンサート 株式会社 キョードー西日本
TEL：092-714-0159 一般 全席指定 6,500円 マリンメッセ福岡

19（水）～23（日） 全国陶磁器フェア in 福岡 2014 陶磁器等の
展示・即売会

全国陶磁器フェアIN福岡実行委員会
TEL：092-711-7605 一般

前売 400円
当日 500円
高校生以下は無料

マリンメッセ福岡

23（日） 福岡アジアコレクション2014 SPRING-SUMMER ファッション
ショー

福岡アジアコレクションFACo事務局
(RKB毎日放送コンテンツ事業部内)
TEL:092-844-8837

一般
SS席 7,000円
S席 4,500円
自由席 3,500円

福岡国際センター

24（月） 平成25年度九州産業大学学位授与式 卒業式 九州産業大学
TEL:092-673-5525 関係者 マリンメッセ福岡

28（金） MONKEY MAJIK コンサート コンサート 株式会社 キョードー西日本
TEL：092-714-0159 一般 全席指定 6,300円

親子席 10,000円 福岡国際会議場

29（土）・30（日） 2014春ミキハウスランド in 福岡
ファミリー
イベント
及び即売会

株式会社 ミキハウストレード ミキハウスランド
運営事務局
TEL:072-941-2965

関係者 福岡国際センター






