コスモスクエアニュース
インテックス大阪 2019年9月分～10月分予定表
催 物 名 称

展示の内容

主 催 者

会 期

開催時間

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（平日9：00～18：00）

8/31（土）～9/1（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）

第70回 外食産業フェア

業務用食品

主催：（一社）日本外食品流通協会
問合せ先：（一社）日本外食品流通協会 近畿支部
Tel. 078-414-6552

9/4（水）～5（木）

10：00～17：00
（最終日16：30まで）

大人
1,500円
※身体障がい者と付添い1名無料

賃貸住宅フェア
住まい×介護×医療展
リフォーム産業フェア

賃貸住宅関連

9/5（木）～6（金）

10：00～17：00

業者・登録者・一般

2019浙江省輸出商品（大阪）交易会
大阪国際ライフスタイルショー

衣料・雑貨等
商談会

9/10（火）～12（木）

10：00～17：00
（最終日16：00まで）

1,000円
※招待状持参者・事前登録者無料

Comic Treasure 34

同人誌即売会

9/8（日）

11：00～15：00

一般パンフレット購入制

9/12（木）～14（土）

10：00～17：00
(最終日 10：00～16：00)

無料
※会場前にて登録制

9/14（金）～16（月・祝）

開場9：30 ／ 開演10：30

ポルシェ合同認定中古車フェア

第19回 管工機材・設備総合展 OSAKA 2019

問合せ先：賃貸住宅フェア主催者事務局
Tel. 03-6663-4526

配管資材・
設備機器等

主催：浙江省商務等
問合せ先：浙江省交易会事務局
Tel. 06-6612-8206
主催：（有）ケイ・コーポレーション
問合せ先：青ブーブー通信社
Tel. 03-3225-8102（平日11：00～19：00）
主催：大阪管工機材商業協同組合
問合せ先：第19回 管工機材・設備総合展 OSAKA 2019
Tel. 06-6531-6385

コンサート

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）

SOFT DARTS TOURNAMENT
『GEAR大阪』

関西オンリーフェスタ2019オータム

産業とくらしの関西グランドフェア 2019

考

主催：（株）全国賃貸住宅新聞社、（株）高齢者住宅新聞社、（株）リフォーム産業新聞社

主催：吉本興業
KOYABU SONIC 2019

備

【大人（中学生以上）】 前売 8,500円／当日 9,000円（1dayTicket）
【 小 人 】 2,000円（1day-Ticket）
※税込、未就学児入場無料。
※前売券は各プレイガイドにて発売

ダーツ大会

主催：（株）DACOS
問合せ先：GEAR運営事務局（（株）DACOS内）
Tel. 04-7110-0601

9/15（日）

9：00～21：00

無料

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
Tel. 03-5828-0011（土日祝除く／12：00～19：00）

9/15（日）

11：00～15：00

一般パンフレット購入制

9/20（金）～21（土）

20日 10：00～17：00
21日 9：30～16：30

招待状持参者・登録者

9/25（水）～27（金）

10：00～17：00

招待状持参者・登録者
※招待券をお持ちで無い方は、5,000円

機械・住宅・エネル
ギー・防災関連

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

［関西］スマートエネルギーWeek2019
* 太陽光発電展 PV EXPO
*二次電池展

エネルギー関連

*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）
問合せ先：［関西］スマートエネルギー Ｗｅｅｋ事務局
Tel. 03-5324-1229（平日のみ／9：00～18：00）

* バイオマス展
* 火力発電EXPO
第3回 ［関西］住宅・ビル・施設Week
* 建材・住設EXPO
*工務店支援EXPO

住宅設備関連

*施設リノベーションEXPO

主催：リード エグジビション ジャパン（株）
問合せ先：住宅・ビル・施設Week事務局
Tel.03-3349-8510（平日のみ／9：00～18：00）

* AI・スマート住宅EXPO
* スマートビルディングEXPO
第3回 ［関西］学校・教育総合展 【EDIX関西】
* 教育ITソリューションEXPO

主催：リード エグジビション ジャパン（株）
学校・教育関連

問合せ先：学校・教育 総合展 事務局

*学校施設・サービスEXPO
*STEM教育EXPO

Tel. 03-6625-7678（平日のみ／9：00～18：00）

コスモスクエアニュース
インテックス大阪 2019年9月分～10月分予定表
催 物 名 称

展示の内容

［関西］ものづくりワールド 2019
* 第22回 ［関西］ 設計・製造ソリューション展
* 第22回 ［関西］ 機械要素技術展
* 第4回 ［関西］ 工場設備・備品展

主 催 者

備

考

会 期

開催時間

10/2（水）～4（金）

10：00～18：00
（最終日 10：00～17：00）

招待状持参者
※招待券をお持ちで無い方は、5,000円

10/7（月）～9（水）

10：00～18：00
（最終日 10：00～17：00）

3,000円
※業界関係者で招待状持参者、Web来場事前登録者は無料

主催：リード エグジビション ジャパン（株）
製造業向け

問合せ先：関西ものづくりワールド 事務局

* 第2回 ［関西］ ものづくりAI/IoT展
* 第1回 ［関西］ 次世代3Dプリンタ展

ビューティーワールド ジャパン ウエスト

Tel. 03-3349-8506（9：00～18：00/土日祝除く）
美容関連

主催：メッセフランクフルト ジャパン（株）
問合せ先：ビューティワールド ジャパン事務局
Tel. 03-3262-8456

CareTEX関西2019

介護関連

主催：ブティックス株式会社
問合せ先：ケアテックス関西 展示会事務局

10/9(水)～11(金)

９：３０～１７：００ （受付開始 ９：００）

HP・会場前での登録制

Tel. 03-6303-9801
I・Doll West vol.29/HAND ART Marche west vol. 10

マイナビ インターンシップEXPO

ドール関連
手作りグッズ

就活準備
イベント

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

10/12（土）

11：30～15：30

1,100円（前売券：900円）

10/12（土）

11：00～17：00

無料
※公式ＨＰによる事前登録制

10/12（土）～13（日）

10：00～17：00

10/13（日）

10：30～15：00

10/16（水）～18（木）

10：00～17：00

E-mail：semi-osk@mynavi.jp
主催：（一財）日本RV協会
問合せ先：大阪キャンピングカーフェア2019実行委員会事務局

大阪キャンピングカーフェアー2019 秋の大商談会

東方紅楼夢（第15回）

第7回 ファベックス関西 2019

第7回 関西デザート・スイーツ&ベーカリー展

第2回 カフェ&ドリンクショー関西 2019

キャンピングカー

同人誌販売会
コスプレ

Tel. 06-6223-7922

主催・問合せ先：
東方紅楼夢実行委員会
HP：https://koromu-toho.com

【一般（中学生以上）】 前売 800円／当日 1,000円
【 小 人 】 前売 500円／当日 600円
【ペットケア費】 当日のみ 500円（1匹につき）
※未就学児童無料
※障がい者手帳のご提示で本人様と付き添いの1名様無料。
有料
（カタログ参加者全員購入制）

業務用食材・機器等

和洋菓子
ベーカリー
カフェ

主催・問合せ先：
日本食糧新聞社

カフェ業界専門

4,000 円（税込）
※業界関係者のみ入場可
※招待状持参・事前来場登録は無料
第3回 地域食品ブランドフェア

地域食品専門

第3回 フードテック関西 2019

食品製造

Tel. 03-3271-4816

第4回FASE関西2019（食品工場自動化・安全機器展）
第2回オーガニックEXPOin関西

粉体工業展大阪2019

食品工場自動化
安全機器展

紛体関連

主催：日刊工業新聞社
問合せ先：FASE関西2019事務局（日刊工業コミュニケーションズ内 10/16（水）～18（木）
Tel. 03-5651-7171
主催：一般社団法人日本粉体工業技術協会
問合せ先：株式会社シー・エヌ・ティ

10/16（水）～18（木）
Tel. 03-5297-8855

10：00～17：00

10：00～17：00

1,000円 （招待券持参者・Webによる事前登録者
および学生（高校生以上の方）は無料）

コスモスクエアニュース
インテックス大阪 2019年9月分～10月分予定表
催 物 名 称

展示の内容

主 催 者

会 期

開催時間

備

考

WGP2019 VG/CSステージ 大阪会場
WGP2019 WS/SIC/LLステージ 大阪会場

カードゲーム
関連商品販売

主催：（株）ブシロード
問合せ先：（株）ブシロード ユーザーサポート
348-0852（平日10:00～12:00/13:00～17:00、土日祝10:00～18:00）

10/20（日）

9：00～17：00
（最終入場は16：30まで）

無料

OSAKA FES Oct.2019

同人誌販売会

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

10/20（日）

11：00～15：00

無料

10/20（日）

9：00～16：00
（最終入場は15：30まで）

無料

10/24（木）～27（日）

24日（木） 12：00～18：00 ※インバウンド・観
光ビジネス総合展のみ10：00開場
25日（金） 10：00～18：00
26日（土） 10：00～18：00
27日（日） 10：00～17：00
※10月24日（木）、25日（金）は業界関係者の
商談会のために一般の方は入場できません

招待状持参・事前来場登録は無料

第4回おおさかホビーフェス

プラモデル
玩具

主催：関西模型卸会
問合せ先：おおさかホビーフェス事務局
Tel. 06-6762-8075
主催：公益社団法人 日本観光振興協会、
一般社団法人 日本旅行業協会（JATA）、日本政府観光局
（JNTO）

ツーリズムEXPOジャパン2019 大阪・関西

ツーリズム関連

問合せ先：ツーリズムEXPOジャパン推進室
Tel: 03-5510-2004（9：30～17：30/土日祝除く）
LIVING & DESIGN 実行委員会

LIVING & DESIGN 2019

10/30（水）～11/1（金）

住宅・インテリア関連

Tel: 06-6210-1969

10：00-18：00(最終日は17：00まで)

1,000円(招待状持参者、事前登録者は無料)

コスモスクエアニュース
ATCイベントスケジュール(2019年9月～10月)
イベント名称

マンダイプレゼンツ
「とびだせ！昆虫だいぼうけん」

日程

7/23(火)～9/1(日)

時間

09:30～16:30
（最終入場は16:00）

10:00～16:30
（最終入場は16:00）

場所

説明

ATCホール

昆虫になった気分で、昆虫の森で思いっきり遊んで学ぼう！
アメリカから日本初上陸の11体を含む14体のロボット昆虫が登場！
リアルに再現された森はアスレチック要素がたくさん。クモの巣地獄道を通り抜けたり、巨大なタランチュラに遭遇
したり。昆虫の世界を昆虫目線で楽しく体感できます。
貴重な標本や珍しい昆虫化石の展示、昆虫採集体験では人気のカブトムシとのふれあい体験も。
夏休みの自由研究にぴったりの昆虫の豆知識満載の研究シートももらえるよ！
一般：1,500円 （1,300円） 3歳～中学生：900円 （700円） 2歳以下無料
※（ ）内は20人以上の団体料金。

ITM2F ATCギャラリー

おしりたんていやブラウンと一緒に事件を推理しながら、ボールプールや迷路で遊ぼう。
謎解き迷路や、自分が映像の中に入り込めるアトラクションにも挑戦！
また、ここでしか買えないグッズなど盛りだくさん！
●入場料：中学生以上1,100円、3歳～小学生800円 ※2歳以下無料
●問：「おしりたんてい ププッとかいけつ！なぞときフェスティバル」大阪実行委員会
TEL:06-4862-7757（平日10:00～16:00 開催期間中は開催時間内）

おしりたんてい
ププッとかいけつ！なぞときフェスティバル

7/27(土）～9/1(日)

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

9/1(日)、9/15(日)
10/6(日)、10/20(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

COSJOY

9/21(土)、9/22(日)
10/13(日)、10/14(月･祝)

10:30～18:00

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

日曜自然工作教室

9/8(日)、9/22(日)、
10/13(日)、10/27(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。

ATCポップカルチャーアワー
supported by YES-fm「Oh!二度漬けラジオ」

9/14(日)

13:00～

メインゲート

YES-fm 78.1MHzで放送中の番組「Oh!二度漬けラジオ」の公開収録や、ミニライブをお届けします。
●観覧無料

OSAKAアート＆てづくりバザールVol.31

9/14(土)～16(月･祝)

10:00～17:00

ATCホール

2009年3月に初開催、31回目を迎える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人を超える作家・アーティストクリエイターが大集合！
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。
●一般750円（前売り650円）※小学生以下無料

近畿高校軽音楽系クラブ
Sing for the Future

9/16(月・祝）

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

未定

コスモスクエアニュース
ATCイベントスケジュール(2019年9月～10月)
イベント名称

日程

時間

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！
●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。

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3 on 3 バスケットボール大会を開催いたします。

16:00～

海辺のステージ

住之江区内のコミュニティの育成と推進、青少年育成を目的として活動する大阪市コミュニティ協会主催のコン
サートです。
●観覧無料

14:00～

ATCホール

藤波辰爾が主宰するプロレスリング

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！

ミズノ杯
第28回 南港ダンスフェス'19 秋グランプリ
予選

9/22(日)、10/13(日)

たつをカップ ストリートバスケ

9/29(日)

未定

第22回住之江ユースライブ

10/5(土)

DRADITION2019

10/27(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（予定）

13:00～

12:00～18:00

