コスモスクエアニュース
インテックス大阪 2019年5月分～6月分予定表
催 物 名 称

SUPER COMIC CITY 28 -結-

Yu-Gi-Oh! CHAMPIONSHIP SERIES JAPAN OSAKA 2019

平成31年4月12日 現在

展示の内容

主 催 者

会 期

開催時間

同人誌即売会

主催・問合せ先：
赤ブーブー通信社
Tel. 03-3225-8520 （平日11：00～19：00 ※水曜日は18：00まで）

5/6（月・祝）

10：30～15：00

一般パンフ又は入場券購入制（サークル自由）

5/11（土）

7：30～20：30

トーナメント大会：事前応募抽選制
対戦イベント・物販：フリー入場

ゲーム大会

主催：コナミホールディングス（株）
問合せ先：遊戯王OCG事務局
el. 0570-001-573（ナビダイヤルを利用できない方：03-5771-0518）

備

考

ルピシア グラン・マルシェ 2019

世界のお茶の
試飲・販売会等

主催：（株）ルピシア
問合せ先：世界のお茶専門店ルピシア
Tel. 0120-93-7799（10：00～18：00）

5/11（土）～12（日）

11日 10：00～17：00 （最終入場 16：00）
12日 10：00～16：00 （最終入場 15：00）

ルピシア会員限定

バトスピチャンピオンシップ -3on3-

カードゲーム大会

主催：（株）バンダイ
問合せ先：カードダスナビ
Tel. 0570-041-955（祝日を除く10：00～17：00）

5/11（土）

10：30～17：30

事前応募制

オリーブオイル・
ワイン関連

主催：（一財）大阪国際経済振興センター
問合せ先：オリーブオイル/ワインコレクション関西事務局
Tel. 06-6612-8863

5/14（火）～16（木）

10：00～17：00
（最終日 10：00～16：00）

招待者登録制
※業界関係者ならびに開業予定者限定
※招待状未持参者は入場料5,000円

5/14（火）～16（木）

10：00～17：00
（最終日 10：00～16：00）

HPによる登録または招待状持参者
※業界関係者ならびに開業予定者限定

5/15（水）～16（木）

10：00～17：00
（最終日 10：00～16：00）

招待状持参者・登録者

5/22（水）～24（金）

10：00～18：00
（最終日 10：00～17：00）

オリーブオイル関西 2019
ワインコレクション関西 2019
［関西］ 外食ビジネスウィーク 2019

主催・問合せ先：

* 第12回 関西うどん・そば産業展

［関西］ 外食ビジネスウィーク実行委員会

* 第12回 関西ラーメン産業展
外食専門展示会

* 第10回 関西居酒屋産業展
* 第2回 関西ホテル・レストラン・カフェ産業展［関西ホレカ産業展］

Tel. 03-6812-9423

* 第2回 関西飲食店繁盛支援展

新規

第1回 ［関西］ 統合型リゾート産業展

IR関連

主催・問合せ先：
［関西］統合型リゾート産業展実行委員会
Tel. 03-6812-9422

【［関西］ 高機能素材Ｗｅｅｋ2019】
* 第7回 ［関西］高機能フィルム展

主催：リード エグジビション ジャパン（株）

* 第7回 ［関西］高機能プラスチック展

問合せ先：［関西］高機能素材Week事務局

* 第6回 ［関西］高機能金属展

高機能素材関連

* 第4回 ［関西］高機能セラミックス展
Tel. 03-6747-2557

* 第3回 ［関西］接着・接合 EXPO

5,000円
※招待券持参者無料

* 第2回 ［関西］高機能塗料展
農業Week大阪 2019
* 第3回 ［関西］次世代農業 EXPO
* 第3回 ［関西］農業資材 EXPO

農業関連
総合展

主催：リード エグジビション ジャパン（株）
問合せ先：［関西］農業ワールド事務局

同人誌即売会

10：00～18：00
（最終日 10：00～17：00）

5/26（日）

11：00～15：30

有料
（パンフレット参加者全員購入制）

5/26（日）

11：30～15：30

有料

Tel. 03-3349-8511

* 第3回 ［関西］6次産業化 EXPO

関西コミティア55

5/22（水）～24（金）

主催・問合せ先：
関西コミティア
E-mail：info@k-comitia.com

I･ Doll West vol.28 / HAND ART Marche west vol.10

ドール関連

主催：（株）ユウメディア
問合せ先：I・Doll事務局
Tel. 03-3843-1290（平日12：00～19：00）

コスモスクエアニュース
インテックス大阪 2019年5月分～6月分予定表
催 物 名 称

JP2019・ICTと印刷展

展示の内容

印刷関連

主 催 者

開催時間

5/31（金）～6/1（土）

10：00～17：00
（最終日 9：30～16：00）

無料

6/1（土）～2（日）

10：00～17：00

無料
※ＨＰによる事前申込みが必要
※大学生・大学院生・短大生・専門学生・高専生対象

6/2(日)

11：00～15：00

有料(一般入場パンフレット購入制)

主催：関西エクステリアフェア 2019 実行委員会
問合せ先：関西エクステリアフェア 2019 運営事務局
Tel. 06-4963-2773

6/6(木)～7(金)

10：00～17：00

無料
(事前登録制)

主催：印刷タイムス（株）
問合せ先：JP産業展協会事務局
Tel. 06-6311-0281

インターンシップ&仕事研究ＬＩＶＥ 大阪

関西オンリーフェスタ2019 6月スペシャル

第14回関西エクステリアフェア2019

就活準備
イベント

同人誌即売会
コスプレ

エクステリア
総合展示会

平成31年4月12日 現在

会 期

主催・問合せ先：
（株）リクルートホールディングス
リクナビ2021 https：//job.rikunabi.com/2021/
主催：（株）ユウメディア
問合せ先：チケットゆう

備

考

Tel. 03-5828-0011（平日12：00～19：00）

防犯防災総合展2019

防犯・防災展示会

主催：防犯防災総合展実行委員会・テレビ大阪
問合せ先：防犯防災総合展事務局（(株)テレビ大阪エクスプロ）
Tel. 06-6944-9915

6/6(木)～7(金)

10：00～17：00

無料
（入場者登録制：当日会場での登録又は
インターネット による事前登録）

建築材料・住宅設備総合展2019

建材関連総合展

主催：（一社）日本建築材料協会・日本経済新聞社・テレビ大阪
テレビ大阪エクスプロ
先：建築材料・住宅設備総合展 KENTE事務局 Tel. 06-6944-9916

6/6(木)～7(金)

10：00～17：00

無料
（入場者登録制：当日会場での登録又は
インターネット による事前登録）

ロボット開発技術
展示会

主催・問合せ先：サービスロボット開発技術展実行委員会
（（株）エグジビションオーガナイザーズ内）
Tel. 03-5489-7405

6/6(木)～7(金)

10：00～17：00

招待状持参者・登録者

就活準備
イベント

主催：（株）マイナビ
問合せ先：マイナビ就職イベント 大阪運営事務局
E-mail：semi-osk@mynavi.jp

6/9(日)

11：00～17：00

無料
※公式ＨＰによる事前登録制

第4回 サービスロボット開発技術展/第3回 産業用ロボット開発技術展

第3回 ロボットITソリューション展
第1回 次世代モビリティ開発技術展/運輸・交通システムEXPO in 大阪 2019

マイナビ インターシップEXPO

コスモスクエアニュース
ATCイベントスケジュール(2019年5月～6月)
イベント名称

日程

時間

場所

説明

トミカ博 in OSAKA

4/26(金)～5/6(月・休）

10:00～16:30
(最終入場は16:00)

ATCホール

緊急車両のトミカが大集合！
警察官や消防士気分になっていっしょにまちをまもろう！
トミカが一斉に走り出すデカパトロールカースライダーも見逃せない！
大人気のトミカつりやトミカ組立工場、イベント記念商品の販売もあるよ！さぁ、みんなでトミカ博に行こう！！
●入場料：中学生以上 900円、小学生以下 700円 ※2歳以下無料
●お問い合わせ：トミカ博 in OSAKA事務局 06-6325-5777（平日10:00～16:30 ※土日祝は除く）

スター☆トゥインクルプリキュア
おほしさまバケーション

4/27(土)～7/21(日)の土
日祝・休日
※6/29(土)･30(日)は休み

10:00～16:30
(最終入場は16:00)

ITM2F ATC Gallery

ATCで恒例のプリキュアシリーズのイベントを開催いたします。
現在放送中の最新シリーズ「スター☆トゥインクルプリキュア」の世界をお楽しみ下さい。
●中学生以上1,000円、3歳～小学生800円 ※2歳以下無料

ATC南バス駐車場

パトカーや消防車など「はたらくクルマ」がATCに大集合！
いろんなクルマと写真を撮ろう！
※車両により展示時間が異なる場合があります。
警察車両は、11:00～14:00まで（白バイは13:00まで)
●入場無料

海辺のステージ

サントリーのCMソング「ウイスキーが、お好きでしょ」が数多くのアーティストにカバーされる等、数々の名曲を生み
出したミュージックメーカー杉真理さんの上質な音楽を海辺のステージでお楽しみ下さい。
※終演後CD、グッズお買い上げの方対象にサイン会あり
●観覧無料

さんふらわあターミナル(大阪)

大阪発・新造船で開催！
関西で開催する湾週クルーズでは初めて、新造船での開催となります。
ご乗船いただくのは、昨年2018年に就航したばかりの新造船「さんふわらあさつま」。
クルーズ中は、船上コンサートやマジックショー、クイズラリー抽選会と楽しさ盛りだくさん！
通常の夜間航海では見ることが出来ないお昼の大阪湾の景色と共にお楽しみください。
●【周遊コース】大阪南港→神戸空港沖→大阪南港 ※明石海峡大橋の下は通過いたしません。
●クルージング料金（お一人様）大人 3,500円、小学生 2,000円、幼児 1,000円
当日のりばにて現金でのお支払いのみとなります。
●問：フェリーさんふらわあ TEL.06ー6614－1013

大阪南港 のりもの大集合！
いろんなクルマの写真を撮ろう

5/3(金･祝)～6(月･休）

杉真理ベイサイドライブ 2019 in ATC

5/3(金･祝)

さんふらわあゴールデンウィーククルーズ2019 5/3(金･祝)

11:00～16:30(予定)

15:00～16:30

12:00～14:15
受付開始9:30
乗船開始11:00

ATCシーサイド
ハワイアンフェスティバル

5/4（土･祝）

11:00～19:00

海辺のステージ

ATCの定番イベントです。5～7月の期間中、全5回開催いたします。
ハワイアン雑貨等を販売する、ハワイアンマーケットもお楽しみいただけます。
●観覧無料

Shion GO!GO!コンサート

5/5(日･祝)

16:00～

海辺のステージ

日本で最も長い歴史をもつ吹奏楽団「Shion」が発信する、吹奏楽の祭典。
出演は地元南港の中学生と、一般から集まった月イチ吹奏楽団+Shionメンバーです。
●観覧無料

コスモスクエアニュース
ATCイベントスケジュール(2019年5月～6月)
イベント名称

日程

近畿高校軽音楽系クラブ
Sing for the Future

5/6(月・休）

サウンドメッセ in OSAKA

5/11(土)・12(日)

時間
未定

11日/11:00～18:30
12日/10:00～17:30

場所

説明

海辺のステージ

高校生たちによる東北復興支援チャリティーコンサートです。
近畿圏外の高校軽音楽部も参加し、募金活動を継続しています。
●観覧無料

ATCホール

関西発！国内最大級のギター＆ウクレレファンの夢のフェスティバルです。
大手楽器メーカー、輸入代理店、個人製作家、有名楽器店等が一堂に出展する、ビッグスケールな展示＆販売イ
ベントです。
●入場料：1,500円（前売り1,300円） ※18歳以下無料
プレママ、プレパパの出産、育児を全力サポート！
関連企業の商品説明や商品体験のほか、「マタニティヨガ」や「おひるねアート」、「ベリーペイント」などの体験や、
様々なセミナー、テレビ大阪アナウンサーによるたこるくんの絵本よみきかせなど、パパ・ママだけでなく、ご家族み
んなで楽しみながら学んでいただけます。
●入場無料
●問：マタニティランド事務局 06-6947-1912

マタニティランド2019 with Baby＆Kids

5/25(土)・26(日）

9:30～16:30

ATCホール

えこぷらざのわくわくエコワークショップ＆
うきうきスタンプクイズラリー

5/19(日)、
6/2(日)、6/16(日)

13:30～15:30

●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！）
おおさかATCグリーンエコプラザ内 ●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

日曜自然工作教室

5/12(日)、5/26(日)、
6/9(日)、6/23(日)

13:30～15:30

おおさかATCグリーンエコプラザ内

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。

ブルーオーシャンフェス KANSAI 2019

5/18(土)・19(日)

10:00～18:00

ATCホール

西日本のダイビング、マリンに関する業界とユーザーたちの交流の場。関西最大級の海や水に関わるフェスが
バージョンアップし今年も開催！
最新器材や水中映像機器の展示、各地ダイビングスポットの紹介や水中写真コンテストのほか、マリンスポーツ＆
アクティビティスポーツのメーカーやショップも大集合。
盛りだくさんの内容に触れ、その魅力と楽しさを一挙に体感してみよう！
●入場料：1,000円（前売800円） ※中学生以下無料
●問：Blue Ocean Fes KANSAI事務局 06-6121-6546

イベントツールウエストジャパン2019

5/22(水)・23(木）

10:00～17:00

ATCホール

西日本最大級、イベント・販促業界の為のビジネスショーです。
8回目の開催となる「イベントツールウエストジャパン2019」でも様々な“イベントツール”を必要とする来場者との価
値ある商談、また業界内での情報交換の場として当展をご活用いただければ幸いです。
●入場無料 （招待制・事前登録制）

acosta！大阪南港ATC

5/18(土)・19(日)

COSJOY

5/4(土･祝)・5(日･祝)
6/8(土)・9(日)

10:30～18:00
ＡＴＣ館内+ウミエール広場
※変更の可能性あり
※撮影可能時間は17:30 受付：ITMホール（ITM12F）
まで

東京池袋で毎月定期開催しているacosta!をATCにて開催！
スタジオさながらの撮影セットで撮影を堪能できる、ハコスタ特製！屋内撮影セットやacosta!の開催にあわせて、
普段では利用できない屋外で撮影出来るエリアを多数ご用意しました！
詳しくは公式HPよりご確認ください。ウェブサイト：http://acosta.jp/event/

ＡＴＣ館内+ウミエール広場
受付：ITMホール（ITM12F）

南港ATCで話題のコスプレ交流会「COSJOY」。アニメ、コミック、ゲームなどのキャラクターやオリジナル衣装を個
人で用意し仮装できます！
●参加費：開催時によって異なりますので｢COSJOY｣ホームページでご確認下さい。
※詳しくはhttp://www.comicon.co.jp/cosjoy

10:30～18:00

コスモスクエアニュース
ATCイベントスケジュール(2019年5月～6月)
イベント名称

日程

第27回 ミズノ杯
南港ダンスフェス 2019 春グランプリ
決勝

6/2(日）

ATC 似顔絵コーナー
チョパの似顔絵屋さん

毎週 土、日、祝日

時間

13:00～

12:00～18:00

場所

説明

海辺のステージ

キッズからティーンまでのコンテスト形式の ミズノ杯 南港ダンスフェス。
グランプリのチームにはATCオズでご利用頂ける商品券５万円分を進呈！
●決勝大会は、6/2（日）
●観覧無料
●問：南港ダンスフェス実行委員会 TEL:06-6318-1117
※電話でお問い合わせの際には、「南港ダンスフェスについて」とお伝えください。

ITM2F
「cafe&dining goo-note」 前

色紙に似顔絵を描きます。お一人様 1,500円
※1枚の色紙に二人以上描く場合は、二人目から1,000円となります。
※プレゼント用など、写真から似顔絵を描く場合は、500円玉以上の大きさで写っている写真を2～3枚お持ちくださ
い。料金は通常料金プラス500円となります。詳しくは会場でお問合せください！

