






●乗りたい、食べたい、眺めたい。

FUKUOKA鉄道パラダイス2014
2014.5.31土➡6.1日

　九州新幹線全線開通や、JR九州の
「ななつ星」人気など、鉄道ファンだけで
なく国内外から熱い視線が注がれてい
ます。こうした鉄道の魅力を一堂に集結
させ、新幹線・汽車・電車のアトラクショ
ンや鉄道模型が集まる国内でも珍しい
イベント「鉄道パラダイス2014」が、九
州で初めて開催されます。
　会場はステージ・模型・アトラクション・
グルメの４ゾーンに分かれ、人気キャラク
ターのステージイベントも予定。模型

ゾーンでは、精巧な鉄道模型やジオラマ
が展示され、めったにできない運転体験
や模型の即売も。アトラクションゾーン
では、子どもも乗れるミニ電車や鉄道模
型が人気となりそうです。
　グルメゾーンでは、全国の駅弁やB級
グルメが味わえる「駅弁パラダイス」が
設けられます。大人から子どもまで、ご家
族連れでぜひお出かけください。

主催／FUKUOKA鉄道パラダイス実行委員会
対象／一般 前売り 大人1,000円（当日1,300円）、
　　　前売り 小人700円（当日1,000円）
※アトラクション及び飲食は別途料金となります。

FUKUOKA鉄道パラダイス実行委員会
TEL.0120-054-283（平日10：00～17:00）

問い合わせ

●「気遣いの内視鏡」

第87回日本消化器内視鏡学会総会
2014.5.15木➡17土

　超高齢化社会を迎え、診断技術も飛
躍的に進展した現代医療において、患
者さんの体力減少を極力抑えながら早
期の回復を可能にする「内視鏡」の活
用範囲はますます広がっています。
　とくに従来の外科手術が困難とされ
てきた胆嚢･すい臓領域の一部では、内
視鏡処置が飛躍的な進歩をもたらして
います。こうした内視鏡分野において、
わが国の研究や技術レベルは世界的
にもトップクラスといわれています。
　今回、国内外で内視鏡分野に取り組

む多くの医療研究者が集い、最新の研
究成果を報告し討論することで、さらな
るステップアップが望まれます。本総会
のテーマは「気遣いの内視鏡」。いかに
患者さんの負担を軽減して安全に、正
確に行えるかという、細やかな神経と配
慮の意向が込められたものです。
　会期中には、日本とアジア各国の主
要病院とをつないで「ライブ内視鏡」を
行う試みも。ここからまた新たな技術革
新の１ページが開かれることでしょう。

●モノ創りと暮らしを支える塗料の力

NISHII PAINT SHOW2014
2014.5.28水➡29木

　暮らしや社会の中で私たちを取り巻く
ほとんどのものが「塗装」を施されていま
す。塗料は美観を保つだけではなく、素
材を保護する役目を持ち、さらには特別
な機能を持たせることで品質の向上・経
済性（省力・省資源・省エネルギー）・快適
性・安全性・環境保護といった領域にま
で、驚くべき可能性を広げています。
　たとえば、建物の屋根に塗装すること
で熱の侵入を抑制する遮熱塗料。紫外
線を浴びることで汚れを分解する光触媒

塗料。タバコやペットの臭いを吸着・分解
する塗料。カビの繁殖を抑制する塗料な
ど社会や生活の激変に応じて塗料の開
発は日進月歩しているのです。今回は国
内トップメーカーなど約９０社が参加し
「暮らしとモノ創りを支えている塗料」を
中心とした商品の展示・販売やセミナー
等盛りだくさんで開催しますので是非、塗
料の力を見て、触って、体感してください。
皆様お気軽にご参加ください。

主催／株式会社西井塗料産業
対象／関係者のみ

株式会社西井塗料産業　展示会事務局
TEL.092-415-4518

問い合わせ

●九州最大のパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市

第10回福岡インターナショナル・ギフト・ショー
〈同時開催〉 第3回福岡国際ビューティー・ショー
2014.6.9月➡11水

　かつて「福岡国際見本市」として開催さ
れていた催しが、10年前から内容・規模と
もに充実して展開。今や九州最大のギフ
トや生活雑貨の国際見本市に成長しまし
た。毎回新たなマーケット拡大とビジネス
促進を目指して、さまざまな新商品がここか
ら登場し、来場者数２万人を超えるビッグ
イベントとして定着しています。
　10年目の節目を迎える今回は、アジア
の交流拠点都市として、またファッション
産業の一大拠点を目指す福岡として、こ

れまで以上にユニークな商品が勢ぞろい。
トレンド雑貨、家具、ガーデニング用品、健
康美容商品、衣料・宝石、また世界各国
の魅力的なギフトグッズやこだわり逸品な
ど、各ブースとも所狭しと陳列されます。
　また、今回も「第３回福岡国際ビュー
ティー・ショー」を同
時開催。美と健康
をテーマに、今年も
多くの女性の関心
を集めそうです。

主催／株式会社 ビジネスガイド社
特別後援／福岡市、福岡商工会議所、一般財団法人福岡コンベンションセンター
対象／流通業界関係者（最終日は一般入場可）

主催／九州大学大学院医学研究院 臨床・腫瘍外科　　　　　　　
対象／関係者のみ
問い合わせ 運営事務局（株式会社コングレ九州支社内）

TEL.092-716-7116 FAX.092-716-7143
E-mail.jges87@congre.co.jp

  C O N V E N T I O N  S P O T L I G H T ●これからのイベントや催しをピックアップ！

㈱ビジネスガイド社 事業部
福岡インターナショナル・ギフト・ショー事務局 TEL.03-3843-9901

問い合わせ
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●乗りたい、食べたい、眺めたい。

FUKUOKA鉄道パラダイス2014
2014.5.31土➡6.1日

　九州新幹線全線開通や、JR九州の
「ななつ星」人気など、鉄道ファンだけで
なく国内外から熱い視線が注がれてい
ます。こうした鉄道の魅力を一堂に集結
させ、新幹線・汽車・電車のアトラクショ
ンや鉄道模型が集まる国内でも珍しい
イベント「鉄道パラダイス2014」が、九
州で初めて開催されます。
　会場はステージ・模型・アトラクション・
グルメの４ゾーンに分かれ、人気キャラク
ターのステージイベントも予定。模型

ゾーンでは、精巧な鉄道模型やジオラマ
が展示され、めったにできない運転体験
や模型の即売も。アトラクションゾーン
では、子どもも乗れるミニ電車や鉄道模
型が人気となりそうです。
　グルメゾーンでは、全国の駅弁やB級
グルメが味わえる「駅弁パラダイス」が
設けられます。大人から子どもまで、ご家
族連れでぜひお出かけください。

主催／FUKUOKA鉄道パラダイス実行委員会
対象／一般 前売り 大人1,000円（当日1,300円）、
　　　前売り 小人700円（当日1,000円）
※アトラクション及び飲食は別途料金となります。

FUKUOKA鉄道パラダイス実行委員会
TEL.0120-054-283（平日10：00～17:00）

問い合わせ

●「気遣いの内視鏡」

第87回日本消化器内視鏡学会総会
2014.5.15木➡17土

　超高齢化社会を迎え、診断技術も飛
躍的に進展した現代医療において、患
者さんの体力減少を極力抑えながら早
期の回復を可能にする「内視鏡」の活
用範囲はますます広がっています。
　とくに従来の外科手術が困難とされ
てきた胆嚢･すい臓領域の一部では、内
視鏡処置が飛躍的な進歩をもたらして
います。こうした内視鏡分野において、
わが国の研究や技術レベルは世界的
にもトップクラスといわれています。
　今回、国内外で内視鏡分野に取り組

む多くの医療研究者が集い、最新の研
究成果を報告し討論することで、さらな
るステップアップが望まれます。本総会
のテーマは「気遣いの内視鏡」。いかに
患者さんの負担を軽減して安全に、正
確に行えるかという、細やかな神経と配
慮の意向が込められたものです。
　会期中には、日本とアジア各国の主
要病院とをつないで「ライブ内視鏡」を
行う試みも。ここからまた新たな技術革
新の１ページが開かれることでしょう。

●モノ創りと暮らしを支える塗料の力

NISHII PAINT SHOW2014
2014.5.28水➡29木

　暮らしや社会の中で私たちを取り巻く
ほとんどのものが「塗装」を施されていま
す。塗料は美観を保つだけではなく、素
材を保護する役目を持ち、さらには特別
な機能を持たせることで品質の向上・経
済性（省力・省資源・省エネルギー）・快適
性・安全性・環境保護といった領域にま
で、驚くべき可能性を広げています。
　たとえば、建物の屋根に塗装すること
で熱の侵入を抑制する遮熱塗料。紫外
線を浴びることで汚れを分解する光触媒

塗料。タバコやペットの臭いを吸着・分解
する塗料。カビの繁殖を抑制する塗料な
ど社会や生活の激変に応じて塗料の開
発は日進月歩しているのです。今回は国
内トップメーカーなど約９０社が参加し
「暮らしとモノ創りを支えている塗料」を
中心とした商品の展示・販売やセミナー
等盛りだくさんで開催しますので是非、塗
料の力を見て、触って、体感してください。
皆様お気軽にご参加ください。

主催／株式会社西井塗料産業
対象／関係者のみ

株式会社西井塗料産業　展示会事務局
TEL.092-415-4518

問い合わせ

●九州最大のパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市

第10回福岡インターナショナル・ギフト・ショー
〈同時開催〉 第3回福岡国際ビューティー・ショー
2014.6.9月➡11水

　かつて「福岡国際見本市」として開催さ
れていた催しが、10年前から内容・規模と
もに充実して展開。今や九州最大のギフ
トや生活雑貨の国際見本市に成長しまし
た。毎回新たなマーケット拡大とビジネス
促進を目指して、さまざまな新商品がここか
ら登場し、来場者数２万人を超えるビッグ
イベントとして定着しています。
　10年目の節目を迎える今回は、アジア
の交流拠点都市として、またファッション
産業の一大拠点を目指す福岡として、こ

れまで以上にユニークな商品が勢ぞろい。
トレンド雑貨、家具、ガーデニング用品、健
康美容商品、衣料・宝石、また世界各国
の魅力的なギフトグッズやこだわり逸品な
ど、各ブースとも所狭しと陳列されます。
　また、今回も「第３回福岡国際ビュー
ティー・ショー」を同
時開催。美と健康
をテーマに、今年も
多くの女性の関心
を集めそうです。

主催／株式会社 ビジネスガイド社
特別後援／福岡市、福岡商工会議所、一般財団法人福岡コンベンションセンター
対象／流通業界関係者（最終日は一般入場可）

主催／九州大学大学院医学研究院 臨床・腫瘍外科　　　　　　　
対象／関係者のみ
問い合わせ 運営事務局（株式会社コングレ九州支社内）

TEL.092-716-7116 FAX.092-716-7143
E-mail.jges87@congre.co.jp

  C O N V E N T I O N  S P O T L I G H T ●これからのイベントや催しをピックアップ！

㈱ビジネスガイド社 事業部
福岡インターナショナル・ギフト・ショー事務局 TEL.03-3843-9901

問い合わせ
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※このスケジュールは2014年3月31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。

E V E N T  S C H E D U L E  2 014 . 4　2 014 . 9 【各会場で2014年4月から2014年9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

4
月

1(火) DISH// 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

2(水) 平成26年度 学校法人 大原学園入学式 入学式 学校法人 大原学園
TEL：092-271-2942 関係者 福岡国際会議場

2(水)・3(木) テゴマス コンサート コンサート コンサート事務局（24時間音声サービス）
TEL：0180-993-700 一般 全席指定 7,300円 マリンメッセ福岡

3(木) 学校法人福岡保健学院 合同入学式
有森裕子氏 特別講演会　 入学式他 福岡和白リハビリテーション学院

TEL：092-608-8600 関係者 福岡国際会議場

4(金) 平成26年度 筑紫女学園大学入学式 入学式 筑紫女学園大学・短期大学部学生課
TEL：092-925-3515 関係者 福岡国際会議場

5(土) 梶浦 由記 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 福岡国際会議場

5(土)・6(日) 平成26年全日本選抜柔道体重別選手権大会 柔道大会 九州柔道協会
TEL：092-714-1558 一般 １階指定席 3,000円他 福岡国際センター

9(水)・10(木) 2014年度コンクリート診断士講習会 研修 公益社団法人 日本コンクリート工学会 九州支部
TEL：092-948-3043 関係者 福岡国際会議場

10(木) 日本臨床獣医学フォーラム レクチャーシリーズ福岡 講演会
JBVP九州地区大会事務局

（福岡中央動物病院）
E-mail：tomina@mb.infoweb.ne.jp

関係者 福岡国際会議場

10(木) 平成26年度 滋慶学園グループ福岡 入学式 入学式 学校法人 滋慶文化学園
TEL：092-263-6747 関係者 福岡国際センター

12(土)・13(日) 国際ロータリー第2700地区2013-14年度地区大会 大会 地区大会事務局
TEL：092-262-8341 関係者 福岡国際会議場

12(土)・13(日) RADWIMPS コンサート コンサート YUMEBANCHI
TEL：086-249-3571 一般 アリーナ スタンディング

6,825円他 マリンメッセ福岡

12(土)・13(日) 2014大の市 展示会 大井産業 株式会社
TEL：092-626-5315 関係者 福岡国際センター

15(火)・16(水) 第46回ファディ大展示会 展示会 極東ファディ 株式会社
TEL：093-541-5185 関係者 福岡国際センター

17(木) SING LIKE TALKING 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 6,900円 福岡国際会議場

19(土) 福岡県倫理法人会 第10回活力朝礼コンクール 大会 福岡県倫理法人会（朝礼委員会）
TEL：092-481-1774 一般 無料 福岡国際会議場

19(土) ナース専科 就職ナビ2015 合同就職説明会 就職説明会 株式会社 エス・エム・エス
TEL：0120-979-500 一般 無料 福岡国際会議場

19(土)・20(日) 第42回九州インテリアフェア2014 展示会 株式会社 ＧＳタカハシ
TEL：092-741-3231 関係者 福岡国際センター

19(土)～21(月) 2014北部九州どてらい市 展示会 ヤマゼンクリエイト 株式会社 福岡支社
TEL：092-431-7337 関係者 マリンメッセ福岡

21(月) 大学入試・入学説明会2014　福岡会場 進路相談会
株式会社 ライセンスアカデミー
大学新聞社
TEL：092-411-2300

一般 無料 福岡国際会議場

24(木)～26(土) 第87回日本内分泌学会学術総会 学術会議
九州大学大学院医学研究院病態制御内科
株式会社 コングレ九州支社
TEL：092-716-7116 

関係者 福岡国際会議場

26(土)・27(日) 少女時代 コンサート コンサート 少女時代 Official Website
http://www.girls-generation.jp/ 一般 全席指定 9,800円 マリンメッセ福岡

26(土)・27(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：06-7177-3891 関係者 福岡国際センター

29(火・祝) 看護ナビフォーラム 病院合同説明会 就職説明会 株式会社 ディスコ 西部支社
TEL：092-473-3392 一般 無料 福岡国際センター

29(火・祝) HOME MADE 家族 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 5,500円 福岡国際会議場

5
月

2(金) 第53回福岡市民の祭り
｢博多どんたく港まつり｣前夜祭 前夜祭 福岡市民の祭り振興会事務局

TEL:092-441-1170 一般 要入場
整理券 福岡国際センター

3(土・祝) レスリングどんたく2014 プロレス
興行

新日本プロレスリング 株式会社
TEL：03-6823-6290 一般 ロイヤルシート 15,000円

アリーナ席 10,000円他 福岡国際センター

 6(火・休） 第14回ダーツカーニバル トリニダードカップ2014 ダーツ大会 株式会社 フェリックス大会事務局
TEL：092-292-7361 関係者 福岡国際センター

 6(火・休） SEKAI NO OWARI 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

アリーナ立見
スタンド指定席
7,900円

マリンメッセ福岡

8(木)・9(金) 笑福亭 鶴瓶 鶴瓶噺 2014 その他 株式会社 キョードー西日本
TEL：092-714-0159 一般 全席指定

6,000円 福岡国際会議場

9(金)～11(日) エクステリアフェア2014in九州 展示会
エクステリアフェア2014in九州
実行委員会事務局
TEL：092-411-8577

一般 当日 500円
前売り 400円 福岡国際センター

10(土)・11(日) BUMP OF CHICKEN 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

アリーナスタンディング
ブロック指定席
スタンド座席指定席
7,900円

マリンメッセ福岡

15(木)～17(土) 第87回日本消化器内視鏡学会総会 学術会議
九州大学大学院医学研究院 臨床・腫瘍外科
運営事務局 株式会社 コングレ九州支社
TEL：092-716-7116

関係者 マリンメッセ福岡
福岡国際会議場

17(土)～19(月) 第56回家具ショージャパン2014 即売会 福岡家具商組合（オークラ家具）
TEL：092-661-1147 関係者 招待券がない

場合は500円 福岡国際センター

21(水)～23(金) 第24回西日本食品産業創造展’14 展示会 日刊工業新聞社西部支社業務部展示会事務局
TEL：092-271-5715 関係者 招待券がない

場合は2,000円 マリンメッセ福岡



※このスケジュールは2014年3月31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。

E V E N T  S C H E D U L E  2 014 . 4　2 014 . 9 【各会場で2014年4月から2014年9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

5
月

21(水)～24(土) 第55回日本神経学会学術大会 学術会議
九州大学大学院医学研究院 神経内科学
運営事務局 株式会社 コングレ九州支社
TEL：092-716-7116

関係者 福岡国際センター
福岡国際会議場

27(火)・28(水) 賃貸住宅フェア2014in福岡 展示会 株式会社 全国賃貸住宅新聞社
TEL：03-3543-6761 関係者 マリンメッセ福岡

28(水)・29（木) NISHII PAINT SHOW 2014 展示会 株式会社 西井塗料産業 展示会事務局
TEL：092-415-4518 関係者 福岡国際センター

29(木) 合同会社説明会 就職説明会
福岡商工会議所経営相談本部
商業雇用支援グループ
TEL：092-441-2169

関係者 福岡国際会議場

31(土)・6/1(日) 第8回日本摂食・嚥下障害看護研究会 学術会議 日本「摂食・嚥下障害看護研究会」本部事務局
TEL：052-764-2953 関係者 福岡国際会議場

31(土)・6/1(日) FUKUOKA鉄道パラダイス2014 展示会 FUKUOKA鉄道パラダイス実行委員会
TEL：0120-054-283 一般

前売り 大人1,000円
（当日1,300円）
前売り 小人700円

（当日1,000円）
福岡国際センター

31(土)・6/1(日) 2014九州デンタルショー 展示会 2014九州デンタルショー事務局
TEL：092-283-7005 関係者 マリンメッセ福岡

6
月

4(水)～6(金) 東方神起 コンサート コンサート 東方神起オフィシャルウェブサイト
http://toho-jp.net/ 一般 S席一般指定

10,000円他 マリンメッセ福岡

6(金)・7(土) 2014九州印刷情報産業展 展示会 2014年度九州印刷情報産業展実行委員会
TEL：092-271-3773 一般 無料 福岡国際センター

8(日) 平成26年度福中・福高同窓会総会 同窓会 平成26年度福中・福高同窓会総会実行委員会
TEL：080-4170-4276 関係者 福岡国際会議場

9(月)～11(水) 第10回福岡インターナショナル・ギフト・ショー2014
第3回福岡国際ビューティー・ショー2014 展示会 株式会社 ビジネスガイド社

TEL：03-3843-9901 関係者 マリンメッセ福岡

10(火) 第24回トータルメンテナンス展 展示会 大一産業 株式会社
TEL：092-561-7772 関係者 福岡国際センター

12(木)～14(土) 第56回日本老年医学会学術集会 学術会議
九州大学大学院医学研究院老年医学
運営事務局 日本コンベンションサービス株式会社
九州支社
TEL：092-712-6201

関係者 福岡国際会議場

13(金)・14(土) 第31回ヤマエ久野住まいづくり展
ハウズ☆フェスタ2014 展示会 ヤマエ久野 株式会社 住宅資材部

TEL：092-651-2800 関係者 福岡国際センター

14(土)・15(日) ゆず 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

指定席 7,000円
ステージサイド席 7,000円
親子席 10,000円他

マリンメッセ福岡

15(日) 第28回福岡県マーチングコンテスト マーチング
大会

福岡県吹奏楽連盟
TEL：080-3952-5057 一般 1,500円 福岡国際センター

16(月)～20(金) 第9回国際法医学シンポジウム・
第98次日本法医学会学術全国集会 学術会議 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

18(水)・19(木) ビジネスシヨウ九州2014 九州エコフェア2014 展示会 ビジネスシヨウ九州事務局 九州エコフェア事務局
TEL：092-431-3365 関係者 福岡国際センター

21(土)・22(日) 日産プリンス福岡 お客様感謝デー「プリンスの日」 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

25(水)～30(月) クボタ 夏の大展示会 展示会 株式会社 福岡九州クボタ
TEL：092-541-2031 関係者 福岡国際センター

28(土)・29(日) コブクロ 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

7,900円他 マリンメッセ福岡

7
月

3(木)・4(金) 九州放送機器展2014 展示会 九州放送機器展事務局
TEL：092-711-2266 関係者 福岡国際センター

5(土) 第18回ピザクック杯争奪
福岡小学生ソフトボール大会開会式 開会式 玄海グリーンリーグ実行委員会

TEL：092-891-1874 関係者 福岡国際センター

5(土)・6(日) EXILE ATSUSHI　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

6(日)
第21回九州チアリーディング選手権大会兼
ジャパンカップ2014
チアリーディング日本選手権大会九州地区予選

大  会 公益社団法人 日本チアリーディング協会
TEL：03-3404-2226 一般 SS席

1,800円（予定） 福岡国際センター

8(火)・9(水) ad:tech Kyushu 2014 展示会 ディー・エム・ジー・イベンツジャパン
TEL：03-5414-5430 関係者 福岡国際会議場

9(水) 第34回自衛消防隊屋内消火栓操法福岡市大会 大　会 福岡市消防局
TEL：092-725-6611 関係者 福岡国際センター

10(木) さんぽう進路フェスタ’14 進路相談会 株式会社 さんぽう 福岡支社
TEL：092-436-3538 一般 無料 福岡国際センター

11(金)～13(日) 第29回JSCRS学術総会 学術会議
一般社団法人 JSCRS

（日本白内障屈折矯正手術学会）
運営事務局 株式会社 コングレ
TEL：03-5216-5318

関係者 福岡国際会議場

12(土)・ 13(日) 福岡日産大感謝祭 in マリンメッセ 車の展示
商談会

福岡日産自動車 株式会社
TEL：0120-12-8623 一般 無料 マリンメッセ福岡

 13(日) IGFプロレス GENOME30 プロレス
興行

イノキ・ゲノム・フェデレーション株式会社
TEL：03-5400-3960 一般 未定 福岡国際センター

17(木)～19(土) 第12回日本臨床腫瘍学会学術集会 学術会議
福岡大学医学部腫瘍・血液・感染症内科学
運営事務局 株式会社 コングレ九州支社
TEL：092-716-7116

関係者 福岡国際会議場
福岡国際センター

20(日) 大学フェア2014福岡会場 大学進学
相談会

ライオン企画 株式会社
TEL：0120-744-756 一般 無料 福岡国際センター



※このスケジュールは2014年3月31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

7
月

21(月・祝)～24(木) 平成26年度金鷲旗高校柔道大会
高校生の

柔剣道大会
西日本新聞社企画事業局文化スポーツ事業部内

「金鷲旗玉竜旗高校柔剣道大会」事務局
TEL:092-711-5530

一般
一般 1,200円

（前売 800円）
高校生以下は無料

マリンメッセ福岡
24(木)～29(火) 平成26年度玉竜旗高校剣道大会

25(金)～27(日) 骨董＆アンティークin福岡 古美術
展示会

「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

25(金)～27(日) 第34回カンサイフェア 展示会 株式会社 カンサイ
TEL：092-481-9100 関係者 福岡国際センター

27(日) JOCハイライトコンサート in Fukuoka 2014 コンサート
一般財団法人 ヤマハ音楽振興会
西日本支部九州事業運営グループ
TEL：092-832-8050

一般 未定 福岡国際会議場

28(月) 九州夢大学 進学説明会 九州地区私立大学入試・広報連絡協議会事務局
TEL：092-823-3366 一般 無料 福岡国際センター

30(水)～8/1(金) 2014こどもの本ブックフェア 展示会 福岡県トーハン会
TEL:092-687-4850 一般 無料 福岡国際会議場

8
月

2(土)～4(月) 第46回全国保育団体合同研究集会 大会 全国保育団体連絡会
TEL:03-6265-3171 関係者 福岡国際会議場

福岡国際センター

5(火) 第7回日本高校ダンス部選手権 九州地区予選大会 ダンス大会 DANCE STADIUM 大会事務局
TEL：06-6110-2222 一般 未定 福岡国際会議場

8(金)～10(日) エホバの証人の福岡地域大会 聖書教育
大全

ものみの塔聖書冊子協会
TEL：092-939-0501 関係者 福岡国際センター

14(木)～17(日) 2014年国立ボリショイサーカス福岡公演 サーカス 株式会社 ボリショイサーカス
TEL：03-3234-7207 一般

1階指定席 5,000円
2階ブロック指定席
4,000円(予定)

福岡国際センター

18(月) 第6回全国理容美容学生技術大会
（九州地区大会）

美容技術
大会

ハリウッドワールド美容専門学校
TEL：0944-72-2707 関係者 福岡国際会議場

20(水) 平成26年度任期制隊員合同企業説明会 就職面談会 自衛隊福岡地方協力本部 援護課
TEL：092-584-1883 関係者 福岡国際会議場

21(木)・22(金) 第24回グレンツェンピアノコンクール福岡予選 コンクール グレンツェンピアノ研究会
TEL：0995-22-4158 関係者 福岡国際会議場

22(金)・23(土) 第21回日本心血管インターベンション治療学会
九州・沖縄地方会 学術会議

福岡大学医学部循環器内科
株式会社 アクシス
TEL:093-603-8786

関係者 福岡国際会議場

23(土)・24(日) マツダスーパービッグチャンスin福岡国際センター 展示商談会 株式会社 エルグ
TEL：092-434-6660 一般 無料 福岡国際センター

26(火) 合同就職説明会 就職説明会 学校法人 福岡保健学院
TEL：092-608-8600 関係者 福岡国際センター

29(金)～31(日) ディズニー・オン・アイス
「デア・トゥ・ドリーム」福岡公演

ディズニー
キャラクター

の
アイスショー

ディズニー･オン･アイス福岡公演事務局
株式会社 キョードー西日本内
TEL：092-741-0500

一般
プレミアム席
8,000円
ＳＳ席
大人 6,000円
こども 5,000円他

マリンメッセ福岡

31(日) 第28回全九州空手道選手権大会 空手大会 新極真会 福岡支部 新極真カラテ 緑道場
TEL：092-739-9922 一般 未定 福岡国際センター

9
月

4(木)・5(金) 第55回日本人間ドック学会学術大会 学術会議
福岡赤十字病院
運営事務局 株式会社コングレ 九州支社
TEL：092-716-7116

関係者 福岡国際会議場

7(日)
福岡マーチングフェスティバル2014 兼 
第8回マーチングバンド九州大会福岡県予選
第8回バトントワーリング九州大会福岡県予選（予定）

マーチング
バンド・

バトントワー
リングの

フェスティバル

福岡マーチングフェスティバル実行委員会
ＲＫＢミューズ  株式会社
TEL：092-852-6588

一般
一般 指定席 3,000円、
自由席 2,000円
小学生500円（予定）

福岡国際センター

8(月) 2014 SPC JAPAN 全日本理美容選手権九州大会 理美容の
競技大会

エスピーシー九州理美容事業協同組合
TEL：092-414-8678 関係者 福岡国際センター

9(火) 総合食品展示フェア2014 展示会 株式会社 西原商会 九州
TEL：092-936-1000 関係者 マリンメッセ福岡

11(木)・12(金) 第７回九州サイン＆デザインディスプレイショウ 展示会 九州広告美術業組合連合会
TEL：092-531-4968 関係者 福岡国際会議場

12(金)・13(土) 産業とくらしのグランドフェア2014 展示会 九州ユアサやまずみ会
TEL：092-474-5731 関係者 マリンメッセ福岡

13(土)～15(月・祝) 第57回家具ショージャパン2014 即売会 福岡家具商組合(オークラ家具)
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

20(土)・21(日) 佐藤株式会社 総合大展示会 展示会 佐藤 株式会社
TEL：092-461-0141 関係者 福岡国際センター

23(火・祝) 2014フーバ ビューティー コングレス （ユース） 美容技術
コンテスト

福岡県美容生活衛生同業組合
TEL：092-715-8211 関係者 福岡国際センター

25(木) ＪＮＡネイルカンファレンスｉｎ九州 ネイル
イベント

ＮＰＯ法人 日本ネイリスト協会
TEL：03-3500-1580 一般

一般 1,000円(当日受付
のみ)、ＪＮＡ個人会員及び
認定校在校生は無料

福岡国際センター

25(木)～27(土) 第56回歯科基礎医学会学術大会・総会 学術会議
福岡歯科大学 細胞分子生物学講座
運営事務局 日本コンベンションサービス
株式会社 九州支社
TEL：092-712-6201

関係者 福岡国際会議場

27(土)・28(日) 住まいの耐震博覧会2014 展示会 ナイス 株式会社
TEL：092-621-4431 関係者 マリンメッセ福岡






