














※このスケジュールは2015年9月10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2015年10月から2016年3月に行われるイベントスケジュール】E V E N T  S C H E D U L E  2 015 . 1 0　2 016 . 3
　

開催日 催事名 内容 お問合せ先 対象 料金 会場

10
月

9/30（水）
～10/3（土）

第14回複合現実感・拡張現実感に関する国際シンポジウム
The 14th IEEE International Symposium on 
Mixed and Augmented Reality （ISMAR2015）

国際会議 ISMAR2015事務局
TEL:0743-72-5330 関係者 福岡国際会議場

2（金）～4（日） おしごと体験教室2015 体験教室 おしごと体験教室2015
TEL：092-681-2110 関係者 福岡国際会議場

3（土） 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 6,900円 福岡国際会議場

3（土）・4（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

4（日） V6 コンサート コンサート コンサート事務局
TEL：0180-993-700 一般 全席指定 8,700円 マリンメッセ福岡

5（月）・6（火） 九州建設技術フォーラム2015 in 福岡 大　会 一般社団法人 九州建設技術管理協会
TEL:092-471-0189 関係者 福岡国際会議場

6（火）～8（木） Food EXPO Kyushu 2015 展示会 Food EXPO Kyushu 実行委員会事務局
TEL：092-441-1119 関係者 福岡国際センター

7（水） 東欧音楽家支援 日本・ハンガリー文化交流演奏会
ヤーノシュ・バラージュ ピアノ・リサイタル コンサート 日本音楽文化交流協会

TEL：03-3442-2325 一般 全席自由 3,000円 福岡国際会議場

7（水）・8（木） 第11回第一線監督者の集い：九州
（旧 九州・ものづくり革新大会） 大　会 一般社団法人 日本能率協会

TEL：03-3434-1410 関係者 福岡国際会議場

10（土）・11（日） 2015九州ウェルディングフェスタ 展示会 マツモト産業 株式会社
TEL：092-503-4477 関係者 マリンメッセ福岡

10（土）・11（日） 冬スポ!! WINTER SPORTS FESTA 
Season 15 展示即売会 冬スポ!!事務局

TEL：0120-64-1166 一般 無料 福岡国際センター

11（日）・12（月・祝） 一般社団法人 日本LD学会 第24回大会 学術会議
佐賀大学文化教育学部
一般社団法人 日本LD学会第24回大会事務局
TEL:03-6721-6840

関係者 福岡国際会議場

12（月・祝） 第34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

14（水）～16（金） モノづくりフェア2015 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

1,000円 マリンメッセ福岡

16（金）・17（土） 第11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

17（土） 夢ナビライブ2015 進学説明会 テレメールカスタマーセンター TEL：050-8601-0102
株式会社 フロムページ live@frompage.co.jp 関係者 マリンメッセ福岡

19（月） ASIA BEAUTY CONGRESS 2015 in KYUSHU 美容技術
コンテスト

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

21（水） ゴールデンボンバー 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 7,020円 マリンメッセ福岡

21（水）・22（木） 第11回九州ホスピタルショウ2015
併設「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

23（金）「第3回しんきん合同商談会」 ～商売繁盛の祭典～ 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

24（土） 第60回日本PTA九州ブロック研究大会
福岡市大会 分科会

大　会
第60回日本PTA九州ブロック研究大会
福岡市大会実行委員会
TEL:092-751-2616

関係者
福岡国際会議場

25（日） 第60回日本PTA九州ブロック研究大会
福岡市大会 全体会 マリンメッセ福岡

25（日）～28（水） 第20回微小光学国際会議
20th Microoptics Conference（MOC'15） 国際会議 第20回微小光学国際会議事務局

E-mail:ogura@comemoc.com 関係者 福岡国際会議場

27（火）～29（木）［九州］外食ビジネスウィーク2015 展示会
[九州]外食ビジネスウィーク実行委員会
トレードショーオーガナイザーズ　株式会社内
TEL:0120-686-351

関係者 マリンメッセ福岡

30（金）・31（土） 第63回国際歯科研究学会 日本部会総会・学術大会 学術会議
九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座
顎顔面腫瘍制御学分野
TEL:092-642-6447

関係者 福岡国際会議場

31（土） WEAVER 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 4,500円 福岡国際会議場

10/31（土）・
11/1（日） EXO 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 一般指定（ペンライト付）
10,800円他 マリンメッセ福岡

11
月

1（日） 平成27年西日本新聞金婚夫婦表彰式 式　典 「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

3（火・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 7,500円他 福岡国際会議場
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開催日 催事名 内容 お問合せ先 対象 料金 会場

11
月

5（木）～7（土） 第67回西日本泌尿器科学会総会 学術会議
福岡大学医学部泌尿器科学教室
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

7（土）・8（日） ママキッズ・住まいフェスタ in FUKUOKA 展示会 ママキッズフェスタ事務局/住まいフェスタ事務局
E-mail:info@innovent.co.jp 一般 事前登録がない場合は

1,000円 マリンメッセ福岡

8（日）～22（日） 平成27年大相撲十一月場所 大相撲
興行

公益財団法人 日本相撲協会 福岡先発事務所
TEL：092-291-9311 一般

タマリ席（1名）
 14,800円
桝席(4名）
A 46,800円
B 42,400円
C 38,000円
ペアシート（2名）
 19,000円 他

福岡国際センター

9（月）～12（木）
国際地盤工学会第15回アジア地域会議
The　15th　Asian　Regional　Conference on 
Soil Mechanics and Geotechnical Engineering

国際会議 15ARC事務局 熊本大学大学院自然科学研究科
TEL：096-342-3535 関係者 福岡国際会議場

14（土）・15（日） 福岡キャンピングカー＆アウトドアショー2015 展示会
福岡キャンピングカー＆アウトドアショー事務局
APT（有限会社 アプトプランニング内）
TEL：0800-200-2523

一般
大人（高校生以上）
前売 700円 
当日 1,000円
中学生以下無料

マリンメッセ福岡

18（水）～20（金） 第74回日本矯正歯科学会大会 学術会議
福岡歯科大学成長発達歯学講座矯正歯科学分野 
運営事務局 株式会社 インターグループ内
TEL:03-5549-6913　

関係者 福岡国際会議場
マリンメッセ福岡

22（日）～24（火） 第63回日本ウイルス学会学術集会 学術会議
九州大学大学院医学研究院ウイルス学
運営事務局 株式会社JTBビジネスサポート九州 
ICS営業部 TEL：092-751-3244　

関係者 福岡国際会議場

26（木）～28（土） 第77回日本臨床外科学会総会 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内
TEL：092-437-4188

関係者 福岡国際会議場
マリンメッセ福岡

29（日） しまじろうとMimiの Happy Christmas Party 英語
コンサート

英語コンサート事務局
TEL：0570-00-8600 一般 全席指定 2,880円 福岡国際会議場

30（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

12
月

4（金）・5（土） 第106回日本消化器病学会九州支部例会
第100回日本消化器内視鏡学会九州支部例会 学術会議

医療法人財団 聖十字会 西日本病院　
福岡大学筑紫病院 消化器内科 運営事務局
株式会社 JTBビジネスサポート九州 ICS営業部内
TEL:092-751-3244

関係者 福岡国際会議場

4（金）～6（日） 第32回読売書法展九州展 展示会 読売書法会西部事務局
TEL：092-715-6091 一般 500円 福岡国際センター

6（日） オンリーイベント 同人誌
即売会

チケットYOU
TEL:03-5828-0011 一般 コスプレ有料 500円 福岡国際会議場

9（水） X JAPAN コンサート コンサート TSUKUSU
TEL：092-771-9009 一般

S 13,000円
A 12,000円
B 10,000円

マリンメッセ福岡

11（金）
ドリコムセミナー 2015
冬季〈国公私立〉大学・短期大学・専門学校進学
ガイダンス

進学説明会 日本ドリコム 福岡支社 ガイダンス係
TEL：092-474-2138 関係者 福岡国際会議場

11（金）・12（土） リビング福岡 ハンドメイド＆こだわり品フェア2015 即売会 株式会社 アドベンチャー
TEL：096-214-1613 一般

入場料600円
（優待割引券500円）
高校生以下無料

福岡国際センター

12（土）・13（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 7,700円
ステージサイド席 7,500円
親子席 11,000円他

マリンメッセ福岡

13（日） e-レジフェア福岡（全国臨床研修病院説明会） 医学研修
合同説明会

株式会社 リンクスタッフ
TEL：0120-148-892 関係者 福岡国際会議場

14（月） 八神 純子 コンサート コンサート 株式会社 BEA
TEL：092-712-4221 一般 S指定席 5,000円

A指定席 3,500円 福岡国際会議場

18（金）～21（月） 福岡モーターショー2015 展示会
福岡モーターショー事務局

（西日本新聞社企画事業室内）
TEL：092-711-5583

一般
大人 1,400円
前売り 1,200円
高校生以下無料

マリンメッセ福岡
福岡国際センター
福岡国際会議場

22（火）・
23（水・祝）

第23回福岡大学付属若葉高等学校
ダンス部定期公演 ダンス公演 福岡大学付属若葉高等学校 ダンス部 実行委員会 一般 前売 2,500円

当日 3,000円 福岡国際会議場

23（水・祝） オンリーイベント 同人誌
即売会

チケットYOU
TEL:03-5828-0011 一般 コスプレ有料 500円 福岡国際会議場

25（金） UNISON SQUARE GARDEN 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 4,700円

（当日5,200円） 福岡国際会議場

26（土）・27（日） 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 8,800円 マリンメッセ福岡

27（日） DRAGON GATE THE FINAL GATE 2015 プロレス
興行

DRAGON GATE
ticket-info@dg-pro.jp 一般 スーパーシート 12,960円

ＲＳ席 8,640円 他（予定） 福岡国際センター

30（水）・31(木） UVERworld 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

1
月

6（水） 第16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：092-741-0336 関係者 福岡国際センター

9（土） 平成28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

9（土）・10（日） 絢香 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 福岡国際センター



※このスケジュールは2015年9月10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2015年10月から2016年3月に行われるイベントスケジュール】E V E N T  S C H E D U L E  2 015 . 1 0　2 016 . 3
　

開催日 催事名 内容 お問合せ先 対象 料金 会場

10
月

9/30（水）
～10/3（土）

第14回複合現実感・拡張現実感に関する国際シンポジウム
The 14th IEEE International Symposium on 
Mixed and Augmented Reality （ISMAR2015）

国際会議 ISMAR2015事務局
TEL:0743-72-5330 関係者 福岡国際会議場

2（金）～4（日） おしごと体験教室2015 体験教室 おしごと体験教室2015
TEL：092-681-2110 関係者 福岡国際会議場

3（土） 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 6,900円 福岡国際会議場

3（土）・4（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

4（日） V6 コンサート コンサート コンサート事務局
TEL：0180-993-700 一般 全席指定 8,700円 マリンメッセ福岡

5（月）・6（火） 九州建設技術フォーラム2015 in 福岡 大　会 一般社団法人 九州建設技術管理協会
TEL:092-471-0189 関係者 福岡国際会議場

6（火）～8（木） Food EXPO Kyushu 2015 展示会 Food EXPO Kyushu 実行委員会事務局
TEL：092-441-1119 関係者 福岡国際センター

7（水） 東欧音楽家支援 日本・ハンガリー文化交流演奏会
ヤーノシュ・バラージュ ピアノ・リサイタル コンサート 日本音楽文化交流協会

TEL：03-3442-2325 一般 全席自由 3,000円 福岡国際会議場

7（水）・8（木） 第11回第一線監督者の集い：九州
（旧 九州・ものづくり革新大会） 大　会 一般社団法人 日本能率協会

TEL：03-3434-1410 関係者 福岡国際会議場

10（土）・11（日） 2015九州ウェルディングフェスタ 展示会 マツモト産業 株式会社
TEL：092-503-4477 関係者 マリンメッセ福岡

10（土）・11（日） 冬スポ!! WINTER SPORTS FESTA 
Season 15 展示即売会 冬スポ!!事務局

TEL：0120-64-1166 一般 無料 福岡国際センター

11（日）・12（月・祝） 一般社団法人 日本LD学会 第24回大会 学術会議
佐賀大学文化教育学部
一般社団法人 日本LD学会第24回大会事務局
TEL:03-6721-6840

関係者 福岡国際会議場

12（月・祝） 第34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

14（水）～16（金） モノづくりフェア2015 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

1,000円 マリンメッセ福岡

16（金）・17（土） 第11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

17（土） 夢ナビライブ2015 進学説明会 テレメールカスタマーセンター TEL：050-8601-0102
株式会社 フロムページ live@frompage.co.jp 関係者 マリンメッセ福岡

19（月） ASIA BEAUTY CONGRESS 2015 in KYUSHU 美容技術
コンテスト

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

21（水） ゴールデンボンバー 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 7,020円 マリンメッセ福岡

21（水）・22（木） 第11回九州ホスピタルショウ2015
併設「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

23（金）「第3回しんきん合同商談会」 ～商売繁盛の祭典～ 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

24（土） 第60回日本PTA九州ブロック研究大会
福岡市大会 分科会

大　会
第60回日本PTA九州ブロック研究大会
福岡市大会実行委員会
TEL:092-751-2616

関係者
福岡国際会議場

25（日） 第60回日本PTA九州ブロック研究大会
福岡市大会 全体会 マリンメッセ福岡

25（日）～28（水） 第20回微小光学国際会議
20th Microoptics Conference（MOC'15） 国際会議 第20回微小光学国際会議事務局

E-mail:ogura@comemoc.com 関係者 福岡国際会議場

27（火）～29（木）［九州］外食ビジネスウィーク2015 展示会
[九州]外食ビジネスウィーク実行委員会
トレードショーオーガナイザーズ　株式会社内
TEL:0120-686-351

関係者 マリンメッセ福岡

30（金）・31（土） 第63回国際歯科研究学会 日本部会総会・学術大会 学術会議
九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座
顎顔面腫瘍制御学分野
TEL:092-642-6447

関係者 福岡国際会議場

31（土） WEAVER 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 4,500円 福岡国際会議場

10/31（土）・
11/1（日） EXO 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 一般指定（ペンライト付）
10,800円他 マリンメッセ福岡

11
月

1（日） 平成27年西日本新聞金婚夫婦表彰式 式　典 「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

3（火・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 7,500円他 福岡国際会議場

※このスケジュールは2015年9月10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2015年10月から2016年3月に行われるイベントスケジュール】E V E N T  S C H E D U L E  2 015 . 1 0　2 016 . 3
　

開催日 催事名 内容 お問合せ先 対象 料金 会場

10
月

9/30（水）
～10/3（土）

第14回複合現実感・拡張現実感に関する国際シンポジウム
The 14th IEEE International Symposium on 
Mixed and Augmented Reality （ISMAR2015）

国際会議 ISMAR2015事務局
TEL:0743-72-5330 関係者 福岡国際会議場

2（金）～4（日） おしごと体験教室2015 体験教室 おしごと体験教室2015
TEL：092-681-2110 関係者 福岡国際会議場

3（土） 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 6,900円 福岡国際会議場

3（土）・4（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

4（日） V6 コンサート コンサート コンサート事務局
TEL：0180-993-700 一般 全席指定 8,700円 マリンメッセ福岡

5（月）・6（火） 九州建設技術フォーラム2015 in 福岡 大　会 一般社団法人 九州建設技術管理協会
TEL:092-471-0189 関係者 福岡国際会議場

6（火）～8（木） Food EXPO Kyushu 2015 展示会 Food EXPO Kyushu 実行委員会事務局
TEL：092-441-1119 関係者 福岡国際センター

7（水） 東欧音楽家支援 日本・ハンガリー文化交流演奏会
ヤーノシュ・バラージュ ピアノ・リサイタル コンサート 日本音楽文化交流協会

TEL：03-3442-2325 一般 全席自由 3,000円 福岡国際会議場

7（水）・8（木） 第11回第一線監督者の集い：九州
（旧 九州・ものづくり革新大会） 大　会 一般社団法人 日本能率協会

TEL：03-3434-1410 関係者 福岡国際会議場

10（土）・11（日） 2015九州ウェルディングフェスタ 展示会 マツモト産業 株式会社
TEL：092-503-4477 関係者 マリンメッセ福岡

10（土）・11（日） 冬スポ!! WINTER SPORTS FESTA 
Season 15 展示即売会 冬スポ!!事務局

TEL：0120-64-1166 一般 無料 福岡国際センター

11（日）・12（月・祝） 一般社団法人 日本LD学会 第24回大会 学術会議
佐賀大学文化教育学部
一般社団法人 日本LD学会第24回大会事務局
TEL:03-6721-6840

関係者 福岡国際会議場

12（月・祝） 第34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

14（水）～16（金） モノづくりフェア2015 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

1,000円 マリンメッセ福岡

16（金）・17（土） 第11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

17（土） 夢ナビライブ2015 進学説明会 テレメールカスタマーセンター TEL：050-8601-0102
株式会社 フロムページ live@frompage.co.jp 関係者 マリンメッセ福岡

19（月） ASIA BEAUTY CONGRESS 2015 in KYUSHU 美容技術
コンテスト

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

21（水） ゴールデンボンバー 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 7,020円 マリンメッセ福岡

21（水）・22（木） 第11回九州ホスピタルショウ2015
併設「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

23（金）「第3回しんきん合同商談会」 ～商売繁盛の祭典～ 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

24（土） 第60回日本PTA九州ブロック研究大会
福岡市大会 分科会

大　会
第60回日本PTA九州ブロック研究大会
福岡市大会実行委員会
TEL:092-751-2616

関係者
福岡国際会議場

25（日） 第60回日本PTA九州ブロック研究大会
福岡市大会 全体会 マリンメッセ福岡

25（日）～28（水） 第20回微小光学国際会議
20th Microoptics Conference（MOC'15） 国際会議 第20回微小光学国際会議事務局

E-mail:ogura@comemoc.com 関係者 福岡国際会議場

27（火）～29（木）［九州］外食ビジネスウィーク2015 展示会
[九州]外食ビジネスウィーク実行委員会
トレードショーオーガナイザーズ　株式会社内
TEL:0120-686-351

関係者 マリンメッセ福岡

30（金）・31（土） 第63回国際歯科研究学会 日本部会総会・学術大会 学術会議
九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座
顎顔面腫瘍制御学分野
TEL:092-642-6447

関係者 福岡国際会議場

31（土） WEAVER 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 4,500円 福岡国際会議場

10/31（土）・
11/1（日） EXO 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 一般指定（ペンライト付）
10,800円他 マリンメッセ福岡

11
月

1（日） 平成27年西日本新聞金婚夫婦表彰式 式　典 「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

3（火・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 7,500円他 福岡国際会議場

開催日 催事名 内容 お問合せ先 対象 料金 会場

11
月

5（木）～7（土） 第67回西日本泌尿器科学会総会 学術会議
福岡大学医学部泌尿器科学教室
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

7（土）・8（日） ママキッズ・住まいフェスタ in FUKUOKA 展示会 ママキッズフェスタ事務局/住まいフェスタ事務局
E-mail:info@innovent.co.jp 一般 事前登録がない場合は

1,000円 マリンメッセ福岡

8（日）～22（日） 平成27年大相撲十一月場所 大相撲
興行

公益財団法人 日本相撲協会 福岡先発事務所
TEL：092-291-9311 一般

タマリ席（1名）
 14,800円
桝席(4名）
A 46,800円
B 42,400円
C 38,000円
ペアシート（2名）
 19,000円 他

福岡国際センター

9（月）～12（木）
国際地盤工学会第15回アジア地域会議
The　15th　Asian　Regional　Conference on 
Soil Mechanics and Geotechnical Engineering

国際会議 15ARC事務局 熊本大学大学院自然科学研究科
TEL：096-342-3535 関係者 福岡国際会議場

14（土）・15（日） 福岡キャンピングカー＆アウトドアショー2015 展示会
福岡キャンピングカー＆アウトドアショー事務局
APT（有限会社 アプトプランニング内）
TEL：0800-200-2523

一般
大人（高校生以上）
前売 700円 
当日 1,000円
中学生以下無料

マリンメッセ福岡

18（水）～20（金） 第74回日本矯正歯科学会大会 学術会議
福岡歯科大学成長発達歯学講座矯正歯科学分野 
運営事務局 株式会社 インターグループ内
TEL:03-5549-6913　

関係者 福岡国際会議場
マリンメッセ福岡

22（日）～24（火） 第63回日本ウイルス学会学術集会 学術会議
九州大学大学院医学研究院ウイルス学
運営事務局 株式会社JTBビジネスサポート九州 
ICS営業部 TEL：092-751-3244　

関係者 福岡国際会議場

26（木）～28（土） 第77回日本臨床外科学会総会 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内
TEL：092-437-4188

関係者 福岡国際会議場
マリンメッセ福岡

29（日） しまじろうとMimiの Happy Christmas Party 英語
コンサート

英語コンサート事務局
TEL：0570-00-8600 一般 全席指定 2,880円 福岡国際会議場

30（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

12
月

4（金）・5（土） 第106回日本消化器病学会九州支部例会
第100回日本消化器内視鏡学会九州支部例会 学術会議

医療法人財団 聖十字会 西日本病院　
福岡大学筑紫病院 消化器内科 運営事務局
株式会社 JTBビジネスサポート九州 ICS営業部内
TEL:092-751-3244

関係者 福岡国際会議場

4（金）～6（日） 第32回読売書法展九州展 展示会 読売書法会西部事務局
TEL：092-715-6091 一般 500円 福岡国際センター

6（日） オンリーイベント 同人誌
即売会

チケットYOU
TEL:03-5828-0011 一般 コスプレ有料 500円 福岡国際会議場

9（水） X JAPAN コンサート コンサート TSUKUSU
TEL：092-771-9009 一般

S 13,000円
A 12,000円
B 10,000円

マリンメッセ福岡

11（金）
ドリコムセミナー 2015
冬季〈国公私立〉大学・短期大学・専門学校進学
ガイダンス

進学説明会 日本ドリコム 福岡支社 ガイダンス係
TEL：092-474-2138 関係者 福岡国際会議場

11（金）・12（土） リビング福岡 ハンドメイド＆こだわり品フェア2015 即売会 株式会社 アドベンチャー
TEL：096-214-1613 一般

入場料600円
（優待割引券500円）
高校生以下無料

福岡国際センター

12（土）・13（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 7,700円
ステージサイド席 7,500円
親子席 11,000円他

マリンメッセ福岡

13（日） e-レジフェア福岡（全国臨床研修病院説明会） 医学研修
合同説明会

株式会社 リンクスタッフ
TEL：0120-148-892 関係者 福岡国際会議場

14（月） 八神 純子 コンサート コンサート 株式会社 BEA
TEL：092-712-4221 一般 S指定席 5,000円

A指定席 3,500円 福岡国際会議場

18（金）～21（月） 福岡モーターショー2015 展示会
福岡モーターショー事務局

（西日本新聞社企画事業室内）
TEL：092-711-5583

一般
大人 1,400円
前売り 1,200円
高校生以下無料

マリンメッセ福岡
福岡国際センター
福岡国際会議場

22（火）・
23（水・祝）

第23回福岡大学付属若葉高等学校
ダンス部定期公演 ダンス公演 福岡大学付属若葉高等学校 ダンス部 実行委員会 一般 前売 2,500円

当日 3,000円 福岡国際会議場

23（水・祝） オンリーイベント 同人誌
即売会

チケットYOU
TEL:03-5828-0011 一般 コスプレ有料 500円 福岡国際会議場

25（金） UNISON SQUARE GARDEN 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 4,700円

（当日5,200円） 福岡国際会議場

26（土）・27（日） 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 8,800円 マリンメッセ福岡

27（日） DRAGON GATE THE FINAL GATE 2015 プロレス
興行

DRAGON GATE
ticket-info@dg-pro.jp 一般 スーパーシート 12,960円

ＲＳ席 8,640円 他（予定） 福岡国際センター

30（水）・31(木） UVERworld 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

1
月

6（水） 第16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：092-741-0336 関係者 福岡国際センター

9（土） 平成28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

9（土）・10（日） 絢香 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 福岡国際センター



※このスケジュールは2015年9月10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  2 015 . 1 0　2 016 . 3

開催日 催事名 内容 お問合せ先 対象 料金 会場

1
月

11（月・祝） 天満・天神バレエ＆ダンスフェスティバル
パフォーマンスステージ イン 福岡

バレエ＆ダンス
ステージ

天満・天神バレエ＆ダンスフェスティバル事務局
FAX：06-6351-5228 一般 前売 5,000円

当日 5,500円 福岡国際会議場

11（月・祝） 平成27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

16（土）～18（月） 第61回家具ショージャパン 即売会 福岡家具商組合
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

16（土）・17（日） 新春アイラブホームフェア 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

21（木） 平成27年度福岡県農業委員研修大会 大　会 福岡県農業会議
TEL：092-711-5070 関係者 福岡国際会議場

23（土）・24（日） 第29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

23（土）・24（日） RDI・レナウン ダーバンファミリーフェア 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

27（水）・28（木） ニチリウ永瀬総合見本市2016 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

29（金）～31（日） 第39回日本眼科手術学会 学術会議
公益社団法人 日本眼科手術学会
運営事務局 株式会社 コンベンションリンケージ
TEL:03-3263-8688

関係者 福岡国際会議場
福岡国際センター

2
月

1（月）～3（水） International Symposium on Social Sciences 
and Management （ISSSM 2016） 国際会議 ISSSM secretariat

E-mail:sicssam@sicssam.org 関係者 福岡国際会議場

8（月）・9（火） beautyworld Japan Fukuoka 展示会
ビューティーワールドジャパン事務局
メサゴ・メッセフランクフルト 株式会社
TEL：03-3262-8456

関係者
3,000円
招待状持参者、Web来場
事前登録者は無料

福岡国際センター

13（土） Superfly 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 7,560円 マリンメッセ福岡

17（水） 稲葉 浩志 コンサート コンサート 株式会社 BEA
TEL：092-712-4221 一般 S席 8,000円 マリンメッセ福岡

17（水）・18（木） 春夏商品展示会 展示会 佐藤食品 株式会社
TEL：0930-23-0865 関係者 福岡国際センター

20（土）・21（日） 第40回記念 北九州歯学研究会発表会 講演会
北九州歯学研究会
講演会事務局/福岡デンタル販売株式会社
TEL：092-629-1491

関係者 福岡国際会議場

19（金）・20（土） 第21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

70歳以上 300円 マリンメッセ福岡

21（日） 第23回公募日本習字展 書作品の
展示

公益財団法人 日本習字教育財団
TEL：092-741-0336 一般 無料 福岡国際センター

25（木）・26（金） 第31回日本静脈経腸栄養学会学術集会 学術会議
久留米大学医学部外科学講座小児外科部門
運営事務局 株式会社 ジェフコーポレーション
TEL:03-3578-0303

関係者
マリンメッセ福岡
福岡国際センター
福岡国際会議場

28（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

3
月

5（土） にっぽん演歌の夢祭り2016福岡公演 コンサート にっぽん演歌の夢祭り2016福岡公演事務局
TEL:0570-01-2288 一般

SS席 12,960円
S席 10,800円 
A席 8,640円
B席 6,480円

マリンメッセ福岡

6（日） レジナビフェア2016 in 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

10（木） キャリタス就活フォーラム 福岡会場 就職説明会 株式会社 ディスコ
TEL:092-473-3392 一般 無料 福岡国際センター

16（水） ケアリイ・レイシェル 日本横断ツアー2016 コンサート 株式会社 スタジオサキ
TEL:03-3455-7422 一般 一般席 9,000円他 福岡国際会議場

17（木）
～21（月・祝） 全国陶磁器フェア in 福岡2016 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
株式会社 西日本新聞イベントサービス
TEL：092-711-7605

一般
前売 500円
当日 600円
高校生以下は無料

マリンメッセ福岡

20（日） 福岡アジアコレクション2016 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毎日放送メディア事業部内)
TEL:092-844-8837

一般
SS席 8,500円
S席 4,900円 
自由席 3,800円

福岡国際センター

20（日） 第14回日本臨床獣医学フォーラム九州地区大会 学術会議 JBVP九州地区大会事務局（福岡中央動物病院）
tomina@mb.infoweb.ne.jp 関係者 福岡国際会議場

22（火） 平成27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

24（木） 九州地区合同会社説明会 合同企業
説明会

メディア総研 株式会社
TEL:092-736-5587 関係者 福岡国際会議場

26（土）・27（日） 2016春ミキハウスランドin福岡 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

29（火） fumika 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



※このスケジュールは2015年9月10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  2 015 . 1 0　2 016 . 3

開催日 催事名 内容 お問合せ先 対象 料金 会場

1
月

11（月・祝） 天満・天神バレエ＆ダンスフェスティバル
パフォーマンスステージ イン 福岡

バレエ＆ダンス
ステージ

天満・天神バレエ＆ダンスフェスティバル事務局
FAX：06-6351-5228 一般 前売 5,000円

当日 5,500円 福岡国際会議場

11（月・祝） 平成27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

16（土）～18（月） 第61回家具ショージャパン 即売会 福岡家具商組合
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

16（土）・17（日） 新春アイラブホームフェア 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

21（木） 平成27年度福岡県農業委員研修大会 大　会 福岡県農業会議
TEL：092-711-5070 関係者 福岡国際会議場

23（土）・24（日） 第29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

23（土）・24（日） RDI・レナウン ダーバンファミリーフェア 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

27（水）・28（木） ニチリウ永瀬総合見本市2016 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

29（金）～31（日） 第39回日本眼科手術学会 学術会議
公益社団法人 日本眼科手術学会
運営事務局 株式会社 コンベンションリンケージ
TEL:03-3263-8688

関係者 福岡国際会議場
福岡国際センター

2
月

1（月）～3（水） International Symposium on Social Sciences 
and Management （ISSSM 2016） 国際会議 ISSSM secretariat

E-mail:sicssam@sicssam.org 関係者 福岡国際会議場

8（月）・9（火） beautyworld Japan Fukuoka 展示会
ビューティーワールドジャパン事務局
メサゴ・メッセフランクフルト 株式会社
TEL：03-3262-8456

関係者
3,000円
招待状持参者、Web来場
事前登録者は無料

福岡国際センター

13（土） Superfly 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 7,560円 マリンメッセ福岡

17（水） 稲葉 浩志 コンサート コンサート 株式会社 BEA
TEL：092-712-4221 一般 S席 8,000円 マリンメッセ福岡

17（水）・18（木） 春夏商品展示会 展示会 佐藤食品 株式会社
TEL：0930-23-0865 関係者 福岡国際センター

20（土）・21（日） 第40回記念 北九州歯学研究会発表会 講演会
北九州歯学研究会
講演会事務局/福岡デンタル販売株式会社
TEL：092-629-1491

関係者 福岡国際会議場

19（金）・20（土） 第21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

70歳以上 300円 マリンメッセ福岡

21（日） 第23回公募日本習字展 書作品の
展示

公益財団法人 日本習字教育財団
TEL：092-741-0336 一般 無料 福岡国際センター

25（木）・26（金） 第31回日本静脈経腸栄養学会学術集会 学術会議
久留米大学医学部外科学講座小児外科部門
運営事務局 株式会社 ジェフコーポレーション
TEL:03-3578-0303

関係者
マリンメッセ福岡
福岡国際センター
福岡国際会議場

28（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

3
月

5（土） にっぽん演歌の夢祭り2016福岡公演 コンサート にっぽん演歌の夢祭り2016福岡公演事務局
TEL:0570-01-2288 一般

SS席 12,960円
S席 10,800円 
A席 8,640円
B席 6,480円

マリンメッセ福岡

6（日） レジナビフェア2016 in 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

10（木） キャリタス就活フォーラム 福岡会場 就職説明会 株式会社 ディスコ
TEL:092-473-3392 一般 無料 福岡国際センター

16（水） ケアリイ・レイシェル 日本横断ツアー2016 コンサート 株式会社 スタジオサキ
TEL:03-3455-7422 一般 一般席 9,000円他 福岡国際会議場

17（木）
～21（月・祝） 全国陶磁器フェア in 福岡2016 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
株式会社 西日本新聞イベントサービス
TEL：092-711-7605

一般
前売 500円
当日 600円
高校生以下は無料

マリンメッセ福岡

20（日） 福岡アジアコレクション2016 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毎日放送メディア事業部内)
TEL:092-844-8837

一般
SS席 8,500円
S席 4,900円 
自由席 3,800円

福岡国際センター

20（日） 第14回日本臨床獣医学フォーラム九州地区大会 学術会議 JBVP九州地区大会事務局（福岡中央動物病院）
tomina@mb.infoweb.ne.jp 関係者 福岡国際会議場

22（火） 平成27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

24（木） 九州地区合同会社説明会 合同企業
説明会

メディア総研 株式会社
TEL:092-736-5587 関係者 福岡国際会議場

26（土）・27（日） 2016春ミキハウスランドin福岡 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

29（火） fumika 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




