コスモスクエアニュース
インテックス大阪 2020年3月～4月分予定表
催 物 名 称

備

考

展示の内容

主 催 者

会 期

開催時間

マイナビ就職EXPO 大阪会場

合同企業説明会

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

3/1（日）～2（月）

11：00～17：30

無 料
※2021年度卒業予定新卒・既卒者対象

就活開幕★LIVE 大阪

合同企業説明会

主催・問合せ先：
（株）リクルートホールディングス
HP ： http：//job.rikunabi.com/2021/

3/4（水）～5（木）
※2号館は3/4（水）のみ

10：00～17：00
（受付開始 9：00）

無 料
※2021年度卒業予定新卒・既卒者対象

大阪キャンピングカーショー 2020

キャンピングカー

主催：テレビ大阪（株）
問合せ先：テレビ大阪事業局
Tel. 06-6947-1912（平日10：00～18：00）

3/7（土）～8（日）

10：00～17：00

中学生以上 1,000円 （前売 700円）
小学生
600円 （前売 400円）
※未就学児は入場無料

ロハスフェスタ 南港 2020

ハンドメイド
クラフト作品他

主催：ロハスフェスタ実行委員会 / シティライフ
問合せ先：ロハスフェスタ事務局（シティライフNEW内）
Tel. 06-6338-0641

3/7（土）～8（日）

10：00～17：00

当日 ： 900円
前売 ： 700円
※小学生以下および障がい者の方は無料

ゲームマーケット2020 大阪

アナログゲーム

主催：（株）アークライト
問合せ先：ゲームマーケット事務局
E-mail ： gamemarket@arclight.co.jp

3/8（日）

10：00～17：00

当日 ： 1,000円
※前売カタログ（1,500円）でも入場可
※小学生以下無料（保護者同伴）
※中高生は学生証の提示で入場パス無料

企業発見&選考準備★LIVE

合同企業説明会

3/13（金）

10：00～17：00
（受付開始 9：00）

無 料
※HPによる事前登録制

3/14（土）

9：15～17：45

無 料
※会場前での登録制

3/15（日）

10：30～15：00

一般パンフまたは入場券購入制（サークル自由）

3/20（金・祝）～22（日）

10：00～17：00

3/28（土）～29（日）

9：00～17：00
（最終日 10：00～16：00）

モンベルクラブ会員限定
※当日入会可（年会費1,500円）

3/29（日）

11：00～15：00

パンフレット購入制

4/4（土）～4/5（日）

4日 12：00～19：00
5日 9：00～16：00

関係者

4/4（土）～4/5（日）

10：00～17：00

前売り：750円 当日：1,000円

4/8（水）～4/11（土）

10：00～17：00
(最終日 10：00～16：00)

シンポジウム
新規
「ホウ素中性子捕捉療法の獣医学分野への
適応拡大に向けて
–取り組むべき課題と異分野融合研究の可能性-」
HARU COMIC CITY 27 大阪

シンポジウム

主催・問合せ先：
（株）リクルートホールディングス
HP ： http：//job.rikunabi.com/2021/
主催・問合せ先：
京都大学 複合原子力科学研究所
Tel. 072-451-2432

同人誌即売会
（オールジャンル）

第36回 大阪モーターサイクルショー 2020

オートバイ関係
試乗会

モンベルクラブ・フレンドフェア

アウトドア関連

主催・問合せ先：
赤ブーブー通信社
Tel. 03-3225-8520（平日11：00～19：00）
主催：（一社）日本二輪車普及安全協会 近畿ブロック
問合せ先：大阪モーターサイクルショー2020 運営事務局
Tel. 06-6357-2677 （平日10：00～12：00、13：00～18：00）
主催：（株）モンベル
問合せ先：モンベルクラブ事務局
Tel. 06-6538-5793

関西オンリーフェスタ2020スプリング

コスプレ
同人誌販売会

近畿デンタルショー2020

歯科医療機器
材料等

主催：スタジオゆう
問合せ先：チケットゆう
Tel. 03-5828-0011 （12：00～19：00/平日のみ）
主催・問合せ先：
近畿歯科用品商協同組合

大人（大学生以上） 1,700円 （前売 1,400円）
ペア
2,800円 （前売 2,400円）
※高校生以下、障がい者の方は無料

Tel.06-6768-6210

Creema Craft Party 2020

2020国際ウエルディングショー

ハンドメイド雑貨
販売会

溶接・接合・切断技術専
門展

主催：（株）クリーマ
問合せ先：クリーマクラフトパーティ運営事務局
Tel. 03-6447-0105
主催・問合せ先：
産報出版（株） 2020国際ウエルディングショー事務局
Tel. 03-3258-6411

1,500円 （団体・学生500円）
Web事前登録者は無料

コスモスクエアニュース
インテックス大阪 2020年3月～4月分予定表
催 物 名 称

展示の内容

バリアフリー2020／慢性期医療展2020／看護未来展2020／在宅医療展2020

介護・福祉・高齢者
医療・看護総合展

インターモールド2020／金型展2020／金属プレス加工技
術展2020

2020NEW環境展／地球温暖化防止展

第46回 ジャンボびっくり見本市

主 催 者

会 期

主催・問合せ先：
バリアフリー展／慢性期医療展／看護未来展／在宅医療展 事務 4/16（木）～4/18（土）
Tel. 06-6944-9914

開催時間

備

考

10：00～17：00

無料
※事前登録または当日登録が必要

金型加工成形加工技術 主催：（一社）日本金型工業会/テレビ大阪/（一社）日本金属プレス工業協会
／プレス加工関連機器 問合せ先：インターモールド振興会/（株）テレビ大阪エクスプロ内
等
Tel. 06-6944-9911

4/15（水）～4/18（土）

10：00～17：00
(最終日 10：00～16：00)

1,500円
※招待券持参者および事前登録者は無料

主催：日報ビジネス（株）
環境ビジネス/
CO2削減・新エネ・省エネ 問合せ先：2020NEW環境展/地球温暖化防止展 事務局
ビジネス
Tel. 06-6265-9106

4/22（水）～4/24（金）

10：00～17：00
(最終日 10：00～16：00)

1,000円
※事前登録者は無料

4/24（金）～4/25（土）

10：00～18：00
(最終日 9：00～17：00)

登録者・招待状持参者

電設資材等
（企業個展）

主催・問合せ先：
ジャンボびっくり見本市協催委員会
Tel. 06-6533-6266

コスモスクエアニュース
ATCイベントスケジュール(2020年3月～4月)
イベント名称

日程

時間

場所

説明

レプタイルズフィーバーWinter2020
～小さな恐竜たちの世界～

2/29(土)・3/1(日)

10:00～17:00

ATCホール

爬虫類・両生類を中心に、風変わりなペット達が大集合するイベント「レプタイルズフィーバー Winter」が今年も開
催されます。
レプタイルとは、爬虫類の総称。
今、爬虫類たちは、専門のカフェが登場するなど癒しの対象として注目の的です！
会場には、所狭しと“小さな恐竜たち”が集結し、ペットとして購入することも可能です。
これまで興味の無かった方も、来れば、ツンデレな可愛いさに癒され、意外とハマルかも・・・です。
●大人（中学生以上） 当日：1100円（前売：900円） 小学生 当日：600円 （前売：500円）
※ペットの同伴は不可です。（ ゲージに入れて連れてくることもできません。）

ATC冬のプレゼントキャンペーン第3弾
スイーツプレゼント

3/1(日)～3/15(日）

11:00～20:00

ATC物販店
※フェア参加店のみ

ATCの物販店でのお買い上げ3,000円以上でホワイトデースイーツをプレゼント！
各店数量限定

13:30～15:30

おおさかＡＴＣグリーンエコプラザでいろいろ遊べる！
●エコワークショップ：エコ工作やゲームなど、いろいろ遊べる楽しい企画を同時開催
●クイズスタンプラリー：エコプラザ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！
おおさかATCグリーンエコプラザ内
※どなたで自由にご参加していただけます。
※景品、材料がなくなるなど、都合により各イベントが時間内に終了する場合もございます。ご了承くださいませ。
●参加無料

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

癒しフェア2020 in OSAKA

近畿高校軽音楽系クラブ
Sing for the Future

日曜自然工作教室

3/1(日)、3/15(日）
4/5(日)、4/19(日)

3/7(土）・8（日）

3/7(土）

3/8(日)、3/22(日)
4/12(日)、4/26(日）

10:00～18:00
（最終日は17:00まで）

11:30～18:00(予定)

13:30～15:30

ATCホール

心とカラダそして地球にやさしい癒し関連の商品・サービスが一度に体感できる総合見本市です。
癒しのスペシャリストたちの無料講演を多数開催！
3/8(日)にはスーパーセレブリティの叶姉妹を特別ゲストにお招きした、ファビュラストークショーを開催いたします。
他にも、様々なジャンルの講師が登場。
会場ではオーガニック食品、エコ＆ナチュラル商品、アロマ、海外雑貨などの販売と、エステ、マッサージ、ヒーリン
グ、占い、ヨガを体験いただけます。
●当日入場券1,000円

海辺のステージ
ウミエール広場

高校軽音楽部 東日本復興支援チャリティコンサート in ATC
音楽を通じて東日本大震災への復興を応援する、関西の高校軽音楽部の部活動を中心としたアマチュアバンドの
チャリティーライブ。
被災地の1日も早い復興を願い、500人を超える関西の高校生たちが力強い歌声でエールを送ります。
※天候不良の際は、一部内容の変更・中止となる場合がございますので、予めご了承願います
●観覧無料

NPO法人シニア自然大学校は身近な自然を守り育てていこうと活動している団体です。
おおさかＡＴＣグリーンエコプラザでは、シニア自然大学校の工作名人の方々の指導による、自然素材を使った楽
しい工作教室を大好評により今年も開催！
おおさかATCグリーンエコプラザ内
●参加無料 ※材料や道具は全て会場にご用意しています。
※10名以上のグループ参加は事前にご予約ください。
※10歳未満のお子様は、保護者方とご参加ください。

コスモスクエアニュース
ATCイベントスケジュール(2020年3月～4月)
イベント名称

アート＆てづくりバザールVOL.33

日程

3/13(金）～15(日)

刀剣乱舞 本丸博2020

3/20(金・祝)～29(日)

コスプレドリーム

3/21(土)・22(日)

パフォーマーライセンス認定審査会

3/23(月）※調整中

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

3/29(日)

時間

場所

説明

ATCホール

1000人規模のクリエイターのハンドメイド作品が買える、関西最大級の屋内型アート＆ハンドメイドイベント。
革製品、布小物、陶芸、木工、イラスト、アクセサリー、クラフトなど、オリジナリティあふれる作品の展示・販売で賑
わいます。
また、手作りを体験できるワークショップコーナーも人気です。お気に入りの作品を見つけに行こう！
●当日券：800円／前売券：700円
金曜日はワンコイン！13日(金)のみ当日・前売とも500円
※13日(金)の前売券では14日(土)･15日(日)は入場出来ません
※14日(土)･15日(日)の前売券では13日(金)は入場出来ません
※払い戻しは致しません ※小学生以下無料、障害者割引なし

全日日時指定制
①10:00～12:00
②12:00～14:00
③14:00～17:30

ITM等2F
ATC Gallery

PCブラウザ＆スマホアプリゲーム「刀剣乱舞-ONLINE-」。
5周年を迎える2020年、「刀剣乱舞-本丸博-2020」が大阪南港ATCにて開催決定！
5周年を迎えるゲームをはじめとした、アニメ・舞台・ミュージカル・映画などのメディアミックス展開も含めた多彩な
展示が行われます。
●入場料：2,000円（税込)
グッズ付き入場券2,600円(税込)※グッズは会期中引換券と交換で、会場にてお渡しいたします。
●問：「刀剣乱舞-本丸博-2020」実行委員会 06-4862-7757（10:00～17:00 開催期間中は営業時間内）

13:00～15:00(予定)

メインゲート

アニメ、マンガ、ゲームなどのキャラクターになりきって「演じてみた」「踊ってみた」「歌ってみた」を披露♪
大阪湾を望む広々とした半屋外の開放型ステージで、2.5次元パフォーマンスを体感してみませんか！？アクショ
ン・コメディ・ダンスなどキャラコスでの華やかなドリームショータイムをお楽しみください♪
●観覧無料

メインゲート

大阪パフォーマーライセンス推進実行委員会が年に一度実施するオーディションをＡＴＣにて開催。
審査会の定めた基準を満たしたパフォーマーに、認定パフォーマーライセンス取得資格が与えられます。
●観覧無料

オズ北3F
ウミエールキューブ

FMラジオの公開収録の他、アイドルグループのトークやライブを中心に様々なゲストを招いて開催いたします。
●観覧無料

9:00～17:00

ATCホール

きやったもんせ 鹿児島へ
鹿児島県内各地の豊富な特産品や観光情報などのブースが勢ぞろい！
●焼酎試飲コーナー：鹿児島県自慢の焼酎がズラリ！
●芸能ステージ
●鹿児島物産展：焼酎・お茶・さつまあげ・黒豚・かるかん・あくまきなど、ふるさとから懐かしい味がやってくる！
●ふるさと展：かごしまの魅力・観光情報盛りだくさん！
●ゲスト：城 南海（きずきみなみ）、西田 あい、徳永 ゆうき、大城 バネサ
●入場料：1,500円（前売り1,000円) ※小学生以下無料
●問：関西鹿児島県人会総連合会 TEL:075-213-2663

ATCホール

●入場料：中学生以上1,000円(前売り800円)、小学生以下800円（前売り600円） ※2歳以下無料

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！

10:00～17:00

13:00～

第16回関西かごしまファンデー

4/5(日)

トミカ博 in OSAKA

4/24(金)～27(月)
4/29(水･祝)～5/6(水･祝)
※4/28(火)は休み

10:00～16:30
(最終入場16:00)

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）

12:00～18:00

