
ろうきん「ふもと会」事務局ろうきん富士ローンセンター 【お問合せ時間】 平日／9:00～17:00  土日／9:00～12:00 13:00～17：00
富士市永田町2丁目36番地 ろうきん富士支店内 TEL.0545-52-8333

お問合せ

オープニング10:00

それいけ！アンパンマン ショー
それいけ！アンパンマン ショー
大抽選会

大抽選会
おかしまき大会

10:30

11:45

13：30

14：15

15：15

16：30 エンディング

※都合により変更する場合がございます。ご了承ください。

オープニング10:00

ＨＵＧっと!プリキュア ショー 大抽選会大抽選会
大抽選会大抽選会

10:30

ＨＵＧっと!プリキュア ショー

13:30

11:45

14：15

15：15

16：00 エンディング

おかしまき大会おかしまき大会
5月12日

土曜日
5月13日

日曜日

ふじさんめっせ 大駐車場完備 雨天決行［ 会 場 ］5月12日●土13日●日 10：00～16：30※13日(日)は16:00まで

ろうきん「ふもと会」第26回

・暮らし関連協賛企業20社以上
・ローン相談コーナー
・ろうきん『ふもと会』
　　　　　住宅情報発信ブース

ハウスメーカー25社が大集合!!

フードメニューも盛り沢山

ステージスケジュール

5/12
［土］
13
［日］
・

長さ33メートル、高さ６メートルの
巨大ふわふわが登場！
無料なので何回でも
挑戦できます！ 33

メートル

長さ

6
メートル

高さ

無料
料金

巨大ふわふわ
アドベンチャー
巨大ふわふわ
アドベンチャー

その他イベント盛りだくさん！

●防災パネル展示
●生活用品特価販売
●ドリンクサービス
●お祭り屋台

労福協エリア

●豪華景品が当たる！大抽選会
有名テーマパークチケット、
ろうきん「ふもと会」賞、協賛社賞など

●ちびっこ木材工作教室
みんなでステキなイスを組み立てよう！

●出張似顔絵コーナー
●ちびっこおかしまき大会

数種類のスパイスをブ
レンドした本場ケバブの
味です。　　　のみ

ペルシャキッチン
３種類の小麦粉をオリジ
ナルブレンドし、精魂込め
て作った自家製麺を使用！

自家製麺 味一番
～手作りのおいしさをあな
たに～をコンセプトに展開す
る本格たこ焼き専門店です。

たこ焼きモリ君
焼きたて、もちもちクレ
ープです！一つ一つ心を
込めて作ります！

Sunny's 沼津店

SNS映え間違いなし！ふ
わふわレインボーカキ
氷！話題沸騰中！

Heart's
真っ赤なトマトのバター
チキンカレーと本格イ
ンド料理が遂に登場！

御殿場インディア
溶岩で焼いたチキン、湧
水豚は、ヘルシーでリピ
ーターが多いです。

ろばた焼 鈴木
創業５２年、大阪屋の富
士宮やきそばを、是非ど
うぞ。卵入り。

大阪屋

住まいを知る
大チャンス!!

5/12
［土］

［時間］①10:30～
　　　②14:15～
［場所］メインステージ

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

写真撮影会も
あるよ！

©ABC-A・東映アニメーション

5/13
［日］

［時間］①10:30～
　　　②14:15～
［場所］メインステージ

写真撮影会も
あるよ！

ＨＵＧっと!プリキュア ショー

各日先着150組にエバラ『プチッとごはんズ 博多風とんこつ味』プレゼント！ ご来場プレゼント

5/12
［土］

富士宮の大人気スイーツ売切れ必至で話題の 望月商店望月商店
フルーツサンド      販売します！
フルーツサンド      販売します！

10:00～ 売切れ次第終了
10:00～ 売切れ次第終了※1家族様3個まで※1家族様3個まで

5/12
［土］

富士宮の大人気スイーツ売切れ必至で話題の 望月商店望月商店
フルーツサンド      販売します！
フルーツサンド      販売します！

10:00～ 売切れ次第終了
10:00～ 売切れ次第終了※1家族様3個まで※1家族様3個まで

5/13

5/12
［土］

5/13
［日］

※1家族様
　1点限り



ろうきん富士
ローンセンター

★

ろうきん「ふもと会」事務局 ろうきん富士ローンセンター Tel.0545-52-8333お問合せ

公益社団法人静岡県宅地建物取引業協会東部支部／静岡県赤十字血液センター沼津事業所／司法書士 仲澤千尋事務所協 力静岡県労働金庫協 賛

 アイジーホーム／旭化成ホームズ／アフターホーム／アリアンス／一条工務店／イデキョウホーム／エコフィールド／かねと建設／河原崎建設／
空間工房ＬＯＨＡＳ／建築工房わたなべ／広栄住宅／静鉄ホームズ／住友林業／セキスイハイム東海／積水ハウス／第一建設／大和ハウス工業／TOKAI／パナホーム静岡／
富士湘南トヨタホーム／フジモクの家／ミサワホーム静岡／三井ホーム／ヤギモク

ろうきん「ふもと会」主 催

Ｊ・システム株式会社／ＴＯＴＯ株式会社／ＹＫＫＡＰ株式会社／オンキヨー＆パイオニアマーケティングジャパン株式会社／株式会社C`BON／株式会社ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク／株式会社アイワ／
株式会社エムケーマエダ家具／株式会社サイサン／株式会社しずおかオンライン／株式会社ダスキン富士宮／株式会社日本トリム／株式会社マルダイ／株式会社矢部商店／クリナップ株式会社／
静岡ガス株式会社／鈴木白蟻化学株式会社／生活協同組合パルシステム静岡／生活協同組合ユーコープ／セコム株式会社／綜合警備保障株式会社／タカラスタンダード株式会社／東海ガス株式会社／
東名電機株式会社／日装工業有限会社（有限会社断熱システム）／パナソニックリビング／メットライフ生命保険株式会社／ランドマーク／株式会社KAGOYA／株式会社LIXIL
株式会社駿河勧業開発／株式会社高木不動産／望月商店

協賛出展

富士市／富士宮市／富士商工会議所／富士宮商工会議所／全労済東部支所／静岡県勤労者信用基金協会／静岡県労働者福祉基金協会／生活協同組合パルシステム静岡／
生活協同組合ユーコープ／静岡県労働者福祉協議会／富士地域労働者福祉協議会／富士地区労働者福祉協議会／富士宮地区労働者福祉協議会／富士ひのき加工協同組合後 援

住宅情報もりだくさん！ろうきん「ふもと会」のホームページ▲

http://fumotokai.com/

家創りは楽しいこと。家族が豊かに過
ごせる場所。そんな「豊かな家創り」を
IGHomeは提供いたします。

株式会社アイジーホーム
ロングライフ住宅のヘーベルハウス
はさまざまな災害に強く、業界最長の
保証で、さらなる安心をプラス！

旭化成ホームズ株式会社
家賃並みの支払いで夢のマイホーム。
ローコスト専門店で実現。土地探しか
らリフォームもお任せください。

有限会社アフターホーム
「モデルハウスみたい」って言われる
アリアンスの楽しい家。ブースにて施
工事例をいっぱいご覧ください。

アリアンス株式会社
家づくりにおいて、ご家族の安全や健
康を守る『基本性能がいい家』にこだ
わりを持っております。

株式会社一条工務店

技術革新！
ルームエアコン1台で家中快適20℃台‼

イデキョウホーム株式会社
太陽光や風の力を上手に使い、機械や
人工的な装置に頼ることなく、家の性
能を高めた【木の家】です。

エコフィールド株式会社
防災住宅オープンハウスvol.1（富士
市富士見台）随時見学可能です。お問
い合わせください。

かねと建設株式会社
お施主様に長く安心してお暮らし頂け
る為の高耐久の仕様、素材等を拘り、お
客様の要望に適う家造りをします。

河原崎建設株式会社
地震の後も安心して住み続けること
のできる性能で、住むほどに健康にな
る暮らしをご提案します。

空間工房LOHAS

家族を守るゴリラがトレードマーク。
地震に強く人と地球に優しい家で、快
適・省エネな生活をお届けします。

株式会社 建築工房わたなべ
『地震に強い家専門店 』
重量鉄骨造・木造
高気密・高断熱の家

広栄住宅一級建築事務所
静鉄ホームズでは毎月お家の完成見
学会を開催しております。展示場とは
違った「リアル」感を味わって下さい。

静鉄ホームズ株式会社
「木と生きる幸福」を追及している人
にも自然にも優しい環境企業です。是
非弊社ブースへお越しください。

住友林業株式会社
住まい手とスタッフのセンスとこだ
わりを結集「これぞハイム！」という
フルスペック住宅をご体感ください。

セキスイハイム東海

私たちの提案する住まいづくりは、
SLOW&SMART。いつも今が快適で
心豊かな生活を、積水ハウスから。

積水ハウス株式会社
お客様それぞれが思い描く、夢のリビ
ングを実現する為に、住まいと暮らし
をワンストップで創造提案します。

第一建設株式会社
ダイワハウスには不動産情報をはじ
めお得な住まいづくり情報が盛りだ
くさん♪是非遊びに来てください！

大和ハウス工業株式会社
私たちにちょうどいい家“ゼロキュー
ブ”1000万の家をベースにこだわり
や楽しみをプラスします。

株式会社ＴＯＫＡＩ
パナソニックは今年でちょうど100
周年！！その技術力を結集させた「パ
ナホーム」を是非ご覧下さい！！

株式会社パナホーム静岡

SBSマイホームセンター富士展示場
内にオリジナル全館空調「スマート・
エアーズ」搭載のモデル棟が誕生！

富士湘南トヨタホーム株式会社
末永く心地良く、住み継いでいける住
まいを提供したい。そんな想いで皆様
の家づくりをご提案しています。

富士木材株式会社
創設50周年を迎え、住まいを通じて
生涯のお付き合いという精神のもと
良質の住まいを提供しております。

株式会社ミサワホーム静岡
デザインにこだわった、オーダーメイ
ドのお住まいづくり♪美しく、強く、
快適なお住まいをご提案します。

三井ホーム株式会社
お客様との心の通ったコミュニケー
ションで、作り手と住まい手を超えた関
係を築いていきたいと考えています。

株式会社ヤギモク

ご住所(番地まで)とお名前共に記入された作品のみ、ふもと会各社賞(合計25作品が対象)に当選する権利があります。当
選を希望しない方は、住所欄空白で結構です。また、当日会場には、住所が見えないように作品を掲示します。
ご記入いただいた個人情報(名前・年齢・住所)は、ろうきん『ふもと会』が責任を持って管理・保管し、ふもと会各社賞のお届
にのみ使用させていただきます。その他の目的には使用いたしません。個人情報は2018年9月30日までに廃棄いたします。

夢のお手伝いをする ろうきん「ふもと会」の25社
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