コスモスクエアニュース
インテックス大阪 2017年8月分～9月分予定表
催 物 名 称

関西教育ＩＣＴ展

展示の内容

教育ICT総合展

主 催 者
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ター
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)

平成29年7月14日 現在

会 期

開催時間

備

考

8/3(木)～4(金)

10：00～17：00

無料
（入場登録制 ：当日会場での登録またはWeb事前登録）

8/3(木)～4(金)

9：00～16：00

無料
（入場登録制 ：当日会場での登録またはWeb事前登録）

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

一般パンフ又は入場券購入制（サークル自由）

8/26(土)～27(日)

10：00～18：00
(最終日10：00～17:00)

無料
※入場前のアンケート記入あり

9/3(日)

11：00～15：00

一般パンフレット購入制

9/6(水)～7(木)

6日 10：00～17：00
7日 10：30～16：30

大人
1,500円
※身体障がい者と付添い1名無料

9/7(木)～9(土)

10：00～17：00
(最終日 10：00～16：00)

無料
※会場前にて登録制

9/12(火)～15(金)

10：00～17：30

9/15(金)～16(土)

15日 10：00～17：00
16日 9：30～16：30

招待状持参者・登録者

9/16(土)～17(日)

10：00～17：00

中校生以上 1,000円
小学生 600円

Tel. 06-6944-9918
夏休み２０１７ 宿題★自由研究大作戦

ホームタウンドルパ大阪９

小学生・保護者対象 主催：（一社）日本能率協会
の
学習・体験プログラ 問合せ先：(株)ケイ・スリー・クリエーション
ム
E-mail：helpdesk@k3c.co.jp

ドール展示販売

主催・問合せ先：
株式会社ボークス/イベント事務局
(平日のみ／11:00-16:00 ） Tel. 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

ポルシェ合同認定中古車フェア

中古車展示販売

主催：ポルシェジャパン(株)
問合せ先：ポルシェカスタマーケアセンター
Tel. 0120-846-911

こみっく★トレジャー30

同人誌販売会
コスプレ

主催・問合せ先：
青ブーブー通信社
（平日のみ／11：00～19：00） Tel. 03-3225-8102
主催：（一社）日本外食品流通協会

第６８回 外食産業フェア

業務用食品

第１８回 管工機材・設備総合展 ＯＳＡＫＡ ２０１７

配管資材・
設備機器等

問合せ先：（一社）日本外食品流通協会 近畿支部
Tel. 078-414-6552
主催：大阪管工機材商業協同組合
問合せ先：第1８回 管工機材・設備総合展 OSAKA 2017 実行委員会

Tel. 06-6531-6385

２０１７ 浙江省輸出商品（大阪）交易会

衣料・雑貨等
商談会

主催：浙江省商務庁（委託： 浙江省遠大国際会展（有）
/（一財）大阪国際経済振興センター
問合せ先：浙江省交易会運営事務局

招待状持参者・ＨＰによる事前登録者無料
当日 １,０００円

Tel. 06-6612-8206
産業とくらしの関西グランドフェア ２０１７

大阪キャンピングカーフェアー ２０１７
～秋の大商談会～

機械・住宅関係
エネルギー・
防災関連

キャンピングカー

主催：関西地区ユアサやまずみ会
問合せ先：ユアサ商事（株） 関西支社
Tel. 06-6266-4602
主催：大阪キャンピングカーフェア 2017 実行委員会
問合せ先：大阪キャンピングカーフェア 2017事務局
Tel. 06-6223-7888

コスモスクエアニュース
インテックス大阪 2017年8月分～9月分予定表
催 物 名 称

展示の内容

会 期

開催時間

備

考

9/20(水)～22(金)

10：00～18：00
(最終日 10：00～17：00)

無料
（HPによる登録制）

9/24(日)

11：00～15：00

一般／入場パンフレット 価格未定（入場料含む）
※サークル参加者様はパンフレット自由購入制

9/29(金)～30(土)

10：00～17：00

業者・登録者・一般

主催：リード エグジビション ジャパン（株）

第5回 関西スマートエネルギーWeek 2017

問合せ先：［関西］スマートエネルギー Ｗｅｅｋ事務局

* ［関西］ ＰＶ ＥＸＰＯ ２０１７
第５回 ［関西］太陽電池展
* 第５回 ［関西］太陽光発電システム施工展

主 催 者

平成29年7月14日 現在

エネルギー関連

* 第４回 ［関西］二次電池展
通称 ： バッテリー 大阪
Tel. 03-5324-1244

* 第４回 ［関西］スマートグリッド ＥＸＰＯ
主催：リード エグジビション ジャパン（株）

第5回 [関西] 高機能素材Week
* 第５回 ［関西］高機能フィルム展
通称 ：フィルムテック 大阪
* 第５回 ［関西］高機能プラスチック展
通称 ：プラスチック 大阪
* 第４回 ［関西］高機能金属展
通称 ：メタル 大阪

問合せ先：［関西］高機能素材Week事務局

高機能素材関連

* 第２回 ［関西］高機能セラミックス展
通称 ：セラミックス 大阪
Tel. 03-5324-1244

* 第１回 ［関西］接着・接合EXPO
主催：リード エグジビション ジャパン（株）

第1回 [関西]住宅・都市イノベーション総合展2017
新規
*第1回 ［関西］ 高性能建材EXPO
*第1回 ［関西］ 住宅設備EXPO
*第1回 ［関西］ 照明EXPO

問合せ先：［関西］住宅・都市イノベーション総合展事務局
住宅関連

*第1回 ［関西］ スマートビルディングEXPO
Tel. 03-5324-1244

*第1回 ［関西］ 都市開発EXPO
関西オンリーフェスタ ２０１７ オータム ＰＡＲＴ１

コスプレ
同人誌販売会

主催：スタジオYOU
問合せ先：チケットゆう
（11：00～19：00受付/日祝休） Tel. 03-5828-0011
主催・問合せ先：（株）全国賃貸住宅新聞社

賃貸住宅フェア ２０１７ ｉｎ 大阪

賃貸住宅関連

問合せ先：賃貸住宅フェア事務局
Tel. 03-6663-4526

コスモスクエアニュース
ATCイベントスケジュール(2017年8月～9月)
イベント名称

日程

時間

場所

説明

ウミエール広場 光の回廊（コリドー）

開催中

17:00～23:00

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。

ATC水あそび王国2017

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

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、3歳～中学生900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)

ATC館内

館内6ヶ所に設置のスタンプを集めるスタンプラリーです。5ヶ所のスタンプを集めると景品をプレゼン
トいたします。

NANTANステージ

毎回フレッシュなアイドルをピックアップ
出演アイドルによる撮影タイムやケーブルインターネットZAQのキャラクター
「ざっくぅ」グッズがもらえるじゃんけん大会など、「アイドル★ミーティング」ならではのコーナー
も充実。
MCはYesHappy!のさやかとこころが担当します。
●観覧無料

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：有料 ※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

海辺のステージ

毎月恒例の「Yes Happy!のATCアイドル★ミーティング」
今回はいつものＮＡＮＴＡＮステージから海辺のステージに 会場を移して開催致します。
真夏の海辺で思いっきり楽しみましょう～！
●観覧無料

マンダイプレゼンツ
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）

恐竜スタンプラリー

7/25(火)～9/3(日)
※月曜日は休み

11:00～16:00

Yes Happy!の ATCアイドル★ミーティング 8/5(土)、8/26(土)、
Supported by J:COM / YES-fm「Oh!二度漬 9/16(土)、9/30(土)
けラジオ」

COSJOY

8/5(土)、8/6(日)、
8/26(土)、8/27(日)、
9/2(土)、9/3(日)、
9/23(土)、9/24(日)

えこぷらざのわくわくエコワークショップ 8/6(日)、8/20(日)、
＆うきうきスタンプクイズラリー
9/3(日)、9/17(日)

Yes Happy!の ATCアイドル★ミーティング
Supported by J:COM / YES-fm「Oh!二度漬 8/12(土)
けラジオ」拡大版

14:00～15:30
（8月は17:00～）

13:00～

日曜自然工作教室

8/13(日)、8/27(日)、
9/10(日)、9/24(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

8/13(日)、9/3(日)

10:00～17:00

ウミエール広場一帯＆
メインゲート外側（海側）

海辺の野外公園「ウミエール広場」一帯で開催！新鮮な野菜や特産物を販売する「ご当地マルシェ」、
フレッシュなアイドルと楽しむ「海辺DEスイカ パーティー」(8/13実施)、YES-fm番組コラボ企画など、
内容盛りだくさんでお届けいたします。

コスモスクエアニュース
ATCイベントスケジュール(2017年8月～9月)
イベント名称

日程

時間

場所

説明

ITMホール

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

メインゲート
（ウミエール広場側)

近隣コミュニティのチャリティーライブやダンスステージ等で24時間TVのチャリティー活動を応援いた
します。また、大阪港開港150周年連動イベント「平林～ATCクルーズ」も開催いたします。

10:00～17:00

メインゲート
（ウミエール広場北側一帯)

NPO法人エスペランサ、平林会による「大阪湾クルーズ」関連イベント。24時間TVイベントと連動しての
「ケイキフラステージ」、縁日イベント等を開催いたします。

9/2(土)

16:00～21:00

海辺のステージ

音楽を通じて青少年が集い交流する住之江ユースライブコンサート。瑞々しくポップな演奏をお楽しみ
ください。
●問：(一財)大阪市コミュニティ協会 住之江区支部協議会 TEL:06-6654-8280

キッズ＆ベビーLIVEオーディション in
ATC

9/2(土)、3(日)

10:00～16:00

ハーバーアトリウム
セントラルアトリウム

ATCが創刊するフリーペーパーの読者モデルを選考する、キッズ＆ベビーのモデルオーディションを開催
いたします。当日はプロのカメラマンがお子さまを撮影いたします。※対象年齢：0歳～6歳
●問：info@mono-cost.com

ミズノ杯 南港ダンスフェス 2017 秋グラ
ンプリ 予選

9/17(日)、10/15(日)

13:00～

海辺のステージ

ミズノの協力を得て、世界で活躍する審査員たちを招き、ハイレベルなダンス大会を開催いたします。
決勝大会は11/3(金･祝）に行います。
●観覧無料

高校軽音楽部 東日本復興支援チャリ
ティーコンサート
Sing for the Future

9/18(祝)

時間未定

海辺のステージ

音楽を通じて東日本大震災への支援を目指し、「被災地の子供たちに歌でエールを送ろう」をテーマに
近畿の高校の軽音楽部が集まってチャリティーコンサートを開催いたします。
●観覧無料

ATCホール

関西で最大級の屋内型アート＆ハンドメイドイベントです。会場には毎回、1,000名を超える作家・アー
ティストが大集合！
オリジナリティ溢れる作品の展示、販売で会場は賑わいます。
ビーズ、革製品、イラスト、Ｔシャツ、布小物、陶芸、木工、アクセサリー、クラフト･･･ひとつとして
同じものはない、本当に様々なジャンルの様々な“アート＆てづくり”が集まるイベントです。
当日券：750円／前売券：650円※前売券は7月7日(金)～9月15日(金)まで発売！
※小学生以下無料、障害者割引なし、期間中1回有効
●問：テレビ大阪 事業局「OSAKA アート&てづくりバザール」TEL:06-6947-1912

11:00～17:00

COSPLAYERS JAM REVOLUTION

8/19(土)、8/20(日)

24時間TVに協力
チャリティーイベント in ATC

8/26(土)、27(日)

時間未定

大阪港開港150年記念
ミニ平林まつり

8/26(土)、27(日)

住之江ユースライブ

OSAKAアート＆てづくりバザールVol.25

9/16(土)～18(月･祝)

相愛大学ATCコンサート

9/17(日)

①13:00～
②15:00～

ITM2F セントラルアトリウム

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

たつをカップ

9/23(土・祝)

時間未定

ピロティ広場

バスケットプロリーグBJリーグ エベッサスタジアムDJ、「おはよう朝日です」のレポーターを務める
たつをが参加する、一般参加型の3on3バスケットボール大会を開催いたします。

ストリートバスケ

10:00～17:00

