コスモスクエアニュース
インテックス大阪 2017年7月分～8月分予定表
催 物 名 称

展示の内容

医学生向け
病院合同説明会

民間医局 レジナビフェア 2017 大阪

主 催 者
主催・問合せ先：
（株）メディカル・プリンシプル社

平成29年6月6日 現在
備

考

会 期

開催時間

7/2(日)

10：00～17：00

無料
※公式ＨＰによる登録制

7/2(日)

10：00～16：00

4,000円（前売 3,000円）
※中学生以下無料
※障がい者と付き添い1名のみ無料（要手帳）

10：00～19：00
(最終日 10：00～18：30)

大人 2,500円（前売 1,500円）

7/13(木)

10：30～16：00

無料
※進学希望の高校生（何年生でも可）・保護者・教員

7/15(土)

12：00～16：00

無料

7/22(土)～23(日)

22日 開場17:00 / 開演18:00
23日 開場16:00 / 開演17:00

有料
（指定席 7,800円、後方立見 7,800円）

7/22(土)

10：30～18：00

無料
※2018年度就業予定新卒のみ

7/23(日)

10：00～16：00

無料

7/23(日)

11：00～15：00

有料
（パンフレット参加者全員購入制）

7/30(日)

10：00～18：00

無料

Tel. 03-6858-6300
Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ Ｔｉｍｅｓ ２０１７

新規

カスタムカーショー

主催・問合せ先：
Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ Ｔｉｍｅｓ 実行委員会 （ＳＵＭＭＵＳ Ｈｙｄｒａｕｌｉｃｓ内）
Tel. 077-585-6602

アジア最大級
ネイルの祭典

アジアネイルフェスティバル イン 大阪 ２０１7

主催・問合せ先：
ＮＰＯ法人 日本ネイリスト協会
Tel. 03-3500-1580

高校生向け
進学フェア

マイナビ進学ＦＥＳＴＡ

主催：（株）マイナビ
問合せ先：株式会社マイナビ 大阪支社 教育広報事業本部
Tel. 06-4802-1340

主催・問合せ先：
福祉関連就職フェア
大阪府社会福祉協議会 大阪福祉人材支援センター

福祉の就職総合フェア ２０１７ ｉｎ ＯＳＡＫＡ

Tel. 06-6762-9006（平日9:00～17:00）
新規
ケツメイシ KTM TOUR 2017
幻の六本木サーカス団 ハッキリ言ってパ〜ティーです!!

コンサート

主催・問合せ先：
キョードーインフォメーション
Tel. 0570-200-888(10:00～18:00)

合同企業面接会 大阪

合同企業面接会

主催・問合せ先：
株式会社リクルートホールディングス
リクナビ2018（https://job.rikunabi.com/2018/）

新規

大阪府公立高校進学フェア

主催：大阪府教育委員会
福祉関連就職フェア 問合せ先：府民お問合せセンター
Tel. 06-6910-8001（平日9：00～18：00）

関西オンリーフェスタ2017 SUMMER

同人誌販売会
コスプレ

主催：スタジオYOU
問合せ先：チケットゆう
（11：00～19：00／日・祝休） Tel. 03-5828-0011

ファンタシースター感謝祭２０１７

ゲームファンイベント

主催・問合せ先：
株式会社セガゲームス
ＨＰ：http://pso2.jp/players/event/5th_anniversary/festa2017/

コスモスクエアニュース
インテックス大阪 2017年7月分～8月分予定表
催 物 名 称

夏休み２０１７ 宿題・自由研究大作戦！

第２回関西教育ＩＣＴ展

展示の内容

主 催 者

小学生・保護者対象 主催：（一社）日本能率協会
の
問合せ先：宿題・自由研究 大作戦 事務局
学習・体験プログラ
ム
E-mail：wakuwaku@jma.or.jp

教育ICT総合展

主催：（一社）日本教育情報化振興会・（一財）大阪国際経済振興セン
テレビ大阪(株)・(株)テレビ大阪エクスプロ
問合せ先：関西教育ICT展事務局/（株）テレビ大阪エクスプロ内

平成29年6月6日 現在

会 期

開催時間

備

考

8/3(木)～4(金)

9:00～16:00

無料(HPによる事前登録制)

8/3(木)～4(金)

10：00～17：00

無料
(HPによる登録制・会場前での登録制)

8/6(日)

11:00 ～ 16:00

大人1,800円(前売あり)
※小学生未満 保護者同伴につき無料

8/20(日)

10：30～15：00

パンフレット又は入場券購入制(価格未定)
※未就学児童の入場不可

Tel. 06-6944-9914

ホームタウンドルパ大阪9

ドール展示会

主催・問合せ先：
（株）ボークス
(平日11:00～16:00 土日祝休業)075-325-1171

ＳＵＰＥＲ ＣＯＭＩＣ ＣＩＴＹ 関西 ２３

同人誌即売会

主催・問合せ先：
赤ブーブー通信社
（平日のみ／11：00～19：00） Tel. 03-3225-8520

コスモスクエアニュース
ATCイベントスケジュール(2017年7月～8月)
イベント名称
ウミエール広場 光の回廊（コリドー）

日程
開催中

キラキラ☆プリキュアアラモード
開催中
夢見る☆みんなのパティスリー
7/17(月･祝)までの土日
～ようこそ！きらめきいっぱいのパティス
祝
リーへ～

時間
17:00～23:00

10:00～16:30
（最終入場16:00）

場所

説明

ウミエール広場

全長450mの海と空に開けたリラックススペース「ウミエール広場」にイルミネーションスポットが誕生
しました。音と光が織り成す、幻想的な空間が素敵な夜を演出！きれいな星でいっぱいの夜空を眺めな
がら楽しいひと時をお過ごしください。

ITM棟2階 特設会場

2/5(日)からアニメ放送がスタートした大人気シリーズのイベントがＡＴＣにやってきます。
●入場料：中学生以上1,000円/3歳～小学生800円
※2歳以下無料。シルバー・障がい者割引なし

ATCシーサイド ハワイアンフェスティバル

7/1(土)、7/9(日)、
7/16(日)

11:00～18:00

海辺のステージ

ヤシの木が海辺に並ぶシーサイドに吹く心地よい風を感じながら楽園・ハワイの文化「フラ」をお楽し
み下さい。
●観覧無料

COSJOY

7/1(土)、7/2(日)、
7/15(土)、7/16(日)、
7/17(月･祝)、
8/5(土)、8/6(日)、
8/26(土)、8/27(日)

11:00～17:00

ITMホール

漫画・アニメの衣装による交流会。
●参加費：1,500円 ※詳しくはhttp://www.comicon.co.jp/cosjoy

13:30～15:30

グリーンエコプラザ内

●エコプラザ恒例のワークショップ(エコ工作やゲームなど、いろいろ遊べる楽しい企画をご用意！
●館内のラリーポイントにある環境クイズに挑戦して豪華景品を手に入れよう！●参加無料

大阪南港ATCホール

は虫類（レプタイル）を中心に、両生類・猛禽類・昆虫類、エキゾチックアニマルの展示・販売会を開
催いたします。
●大人1,100円（前売900円） 小学生700円（前売500円） ※未就学児無料
●お問い合わせ：テレビ大阪 事業局 06-6947-1912（平日10:00～18:00）

10:00～17:00
（最終入場16:30）

大阪南港ATCホール

登録者数1400万人を超え、4月からはアニメ放送も開始され、ますます話題沸騰となる本格RPG『グラン
ブルーファンタジー』初の大型展示会を開催いたします。本作のヒロイン、ルリアの“ルリアノート”
を紐解きながら、美しく描かれた作品世界を体感できます。
●前売券2,000円（当日券2,200円）、音声ガイド付前売券2,700円（3,000円）、謎解きラリー付前売券
2,700円(3,000円)
※限定グッズ付チケットもございます。詳しくは「グラブル展」でチェック！
●お問合せ：グランブルーファンタジー展事務局 06-4862-5877（平日10:00～17:00)

14:00～15:30
（8月は17:00～）

NANTANステージ

毎回フレッシュなアイドルをピックアップ！
ケーブルインターネットZAQのキャラクター「ざっくう」と出演アイドルによる撮影タイムや「ATCアイ
ドル★ミーティング」ならではのコーナーも充実。
MCはYes Happy!のさやかとこころが担当します。
●観覧無料

ITMホール

漫画・アニメの衣装による交流会。
●参加費：1,500円 ※詳しくはhttp://www.cosjam-revolution.net/

えこぷらざのわくわくエコワークショップ 7/2(日)、7/16(日)、
＆うきうきスタンプクイズラリー
8/6(日)、8/20(日)

～小さな恐竜たちの世界～
レプタイルズフィーバー2017

グランブルーファンタジー展

7/1(土)、7/2(日)

7/8(土)、7/9(日)

Yes Happy!の ATCアイドル★ミーティング 7/8(土)、7/22(土)、
Supported by J:COM / YES-fm「Oh!二度漬 8/5(土)、8/26(土)
けラジオ」

COSPLAYERS JAM REVOLUTION

7/22(土)、7/23
（日）、8/19(土)、
8/20(日)

10:00～17:00
（最終入場16:30）

11:00～17:00

コスモスクエアニュース
ATCイベントスケジュール(2017年7月～8月)
イベント名称

日程

時間

場所

説明

日曜自然工作教室

7/9(日)、7/23(日）、
8/13(日)、8/27(日)

13:30～15:30

グリーンエコプラザ内多目的ス
ペース

シニア自然大学の工作名人の方々の指導による、楽しい工作コーナーを開催いたします。季節にあわせ
たテーマのもと、みなさまと共に自然と触れ合う有意義な時間を過ごしたいと思います。材料や道具は
すべて会場で用意していますので、お気軽にご参加ください。
●参加無料 ※10才未満のお子様は保護者さまご同伴でお楽しみ下さい。

海辺のおまつり

7/15(土)、8/13(日)

10:00～17:00

ウミエール広場一帯＆
メインゲート外側（海側）

ステージショーやアイドルとのバーベキュー、物産展などイベント盛りだくさん！

ATC水あそび王国2017

7/15(土)～7/17(月･祝)
7/22(土)～8/20(日)

10:00～17:00

ウミエール広場特設会場

ヤシの木が並び南国ムード漂うATCウミエール広場に、水あそびのスポットが期間限定で登場！
●お一人様 700円（12歳までのお子様）※お子様おひとりにつき、付添いの大人の方２名様まで無料

メガ恐竜展2017

7/25(火)～9/3(日)
※休館日なし

9:30～16:30
（最終入場16:00）

大阪南港ATCホール

関西初公開となる、スペインで発見されたヨーロッパ最大の竜脚類「トゥリアサウルス」の復元骨格(半
身)をはじめ、約200点の標本を一堂に展示。
「なぜ、竜脚類は大きくなることができたのか？」を主テーマに、その最新学説を紹介、<巨大化の謎>
にせまります。
●一般1,600円（前売り1,300円）、3歳～中学生900円(前売り700円）
※心身に障がいのある方の介助者は無料（ご本人は有料 1名につき1人まで)

相愛大学ATCコンサート

7/2(日)、7/30(日)

①13:00～
②15:00～

ITM2F

相愛大学の学生たちが、どなたでも気軽に楽しめるコンサートを開催いたします。
●観覧無料

セントラルアトリウム

