コスモスクエアニュース
インテックス大阪 2020年9月～10月分予定表
催 物 名 称

超Comic Treasure2020

展示の内容

同人誌即売会

主 催 者
主催・問合せ先：
青ブーブー通信社

会 期

開催時間

備

考

9/6（日）

11：00～15：00

一般パンフレット購入制

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

10：00～17：00
（最終日 10：00～16：00）

1,000円／高校生以上
※招待券持参者・事前登録者無料

Tel. 03-3225-8102（平日11：00～19：00）
［関西］スマートエネルギーWeek
* 第8回 ［関西］ 太陽光発電展（［関西］PV EXPO）
* 第7回 ［関西］ 二次電池展（バッテリー 大阪）

エネルギー
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：スマートエネルギー Ｗｅｅｋ事務局
Tel. 03-3349-8576

* 第7回 ［関西］ スマートグリッドEXPO
* 第5回 ［関西］ バイオマス展
［関西］住宅・ビル・施設Week
* 第4回 ［関西］ 建材・住設 EXPO
* 第4回 ［関西］ スマートビルディング EXPO
* 第3回 ［関西］ AI・スマート住宅 EXPO

建築関連
総合展

主催：リード エグジビション ジャパン（株）
問合せ先：住宅・ビル・施設Week事務局
Tel. 03-3349-0596

* 第3回 ［関西］ 施設リノベーション EXPO
* 第2回 ［関西］ 工務店支援EXPO
* 第1回 ［関西］ 不動産テックEXPO
ライフスタイルWeek［関西］
* 第1回 ［国際］ 雑貨EXPO ［関西］
* 第1回 ［国際］ ファッション雑貨EXPO ［関西］
* 第1回 ［国際］ ヘルス＆ビューティグッズEXPO ［関西］

ライフスタイル
関連総合展

9/9（水）～11（金）

主催：リード エグジビション ジャパン（株）
問合せ先：ライフスタイルWeek事務局
Tel. 03-3349-8505

* 第1回 ［国際］ インテリア雑貨EXPO ［関西］
* 第1回 ［国際］ 文具・紙製品展 ISOT ［関西］
COSME Week大阪
* 第1回 化粧品開発展 ［大阪］

化粧品関連

主催：リード エグジビション ジャパン（株）
問合せ先：COSME Week事務局
Tel. 03-3349-8587

* 第1回 COSME OSAKA2020（［国際］化粧品展 ［大阪］）
［関西］JapanマーケティングWeek
* 第1回 ［関西］ 販促 EXPO
* 第1回 ［関西］ 看板・ディスプレイ EXPO
* 第1回 ［関西］ 営業支援 EXPO
* 第1回 ［関西］ 広告宣伝 EXPO

販促・マーケティング関
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：JapanマーケティングWeek事務局
Tel. 03-3349-0597

* 第1回 ［関西］ Web販促 EXPO
* 第1回 ［関西］ 店舗運営 EXPO
［関西］ 資産運用EXPO
* 第1回 ［関西］資産運用EXPO

資産運用関連

主催：リード エグジビション ジャパン（株）
問合せ先：［関西］資産運用EXPO事務局

9/10（木）～12（土）
Tel. 03-3349-8503

第5回 国際コインランドリーEXPO 2020

コインランドリー
ビジネス関連

主催：クリーンビジネスフォーラム実行委員会
問合せ先：国際ランドリーEXPO事務局（（株）ジェイシーレゾナンス内）

Tel. 03-5565-4285
主催：クリーンビジネスフォーラム実行委員会

第4回 クリーンビジネスフォーラム2020

クリーンビジネス関連

問合せ先：クリーンビジネスフォーラム事務局（（株）ジェイシーレゾナンス内）

Tel. 03-5565-4285

9/24（木）～25（金）

コスモスクエアニュース
インテックス大阪 2020年9月～10月分予定表
催 物 名 称

仕事研究＆インターンシップEXPO 大阪会場

展示の内容

主 催 者

会 期

開催時間

備

考

就活イベント

主催・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

10/3（土）

12：00～17：00
【完全予約制・2部制】
1部 12:00～14:25／2部 14:35～17:00

事前予約のみ

10/7（水）～10/9（金）

10：00～18：00
（最終日 10：00～17：00）

5,000円
※招待券持参者無料

10/7（水）～10/9（金）

10：00～18：00
（最終日 10：00～17：00）

5,000円
※招待券持参者無料

10/11（日）

10：30～15：00

有料
（カタログ参加者全員購入制）

10/11（日）

11：30～15：30

有料
（入場券前売制）

10/13（火）～10/14（水）

10：00～17：00

事前登録制

10/14（水）～10/16（金）

10：00～17：30
（最終日 10：00～16：30）

招待券持参もしくは事前登録制
（一般の方は入場料2,000円）

主催：メッセフランクフルト ジャパン（株）
10/19（月）～10/21（水）
問合せ先：ビューティワールド ジャパン事務局
E-mail:info@beautyworldjapan.com

10：00～18：00
（最終日 10：00～17：00）

3,000円
※業界関係者でWeb来場事前登録者は無料

第23回 関西 ものづくり ワールド
* 第23回 設計・製造ソリューション展 (DMS関西)
主催：リード エグジビション ジャパン（株）

* 第23回 機械要素技術展 (M-Tech関西)
* 第11回 関西 ヘルスケア・医療機器 開発展 （MEDIX関西）
* 第5回 関西 工場設備・備品展 （FacTex関西）

製造業関連
総合展示会

問合せ先：関西ものづくりワールド事務局

* 第3回 関西 ものづくりAI/IoT展 （AIoTex関西）
Tel. 03-3349-8506

* 第2回 関西 次世代 3Dプリンタ展 （AM Japan関西）
* 第1回 関西 計測・検査・センサ展 （メジャーテック関西）
第8回 [関西] 高機能素材Week
主催：リード エグジビション ジャパン（株）

* 第8回 [関西] 高機能フィルム展

問合せ先：高機能素材Week事務局

* 第8回 [関西] 高機能プラスチック展
* 第7回 [関西] 高機能 金属展

素材技術関連
総合展示会

* 第5回 [関西] 高機能セラミックス展
* 第4回 [関西] 接着・接合 EXPO
Tel. 03-5324-1279

* 第3回 [関西] 高機能 塗料展
東方紅楼夢

I･ Doll West vol.31 / HAND ART Marche west vol.12 /
大阪リトランド vol.3

design up 住まいと建築展

SPORTEC WEST 2020

ビューティーワールド ジャパン ウエスト

同人誌販売会
コスプレ

ドール関連即売会

主催・問合せ先：
東方紅楼夢実行委員会
HP：https://koromu-toho.com/
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 ※土日祝休み）

主催：テレビ大阪（株）・（株）テレビ大阪エクスプロ
建築材料・住宅設備関連 問合せ先：（株）テレビ大阪エクスプロ
Tel. 06-6944-9916
スポーツ・フィットネス
関連

美容関連

主催・問合せ先：
SPORTEC WEST実行委員会
Tel. 03-6273-0403

コスモスクエアニュース
インテックス大阪 2020年9月～10月分予定表
催 物 名 称

第8回 ファベックス関西 2020

第8回 関西デザート・スイーツ&ベーカリー展

展示の内容

主 催 者

会 期

開催時間

備

考

業務用食材・機器等

和洋菓子
ベーカリー
カフェ

主催：日本食糧新聞社
問合せ先：FABEX関西事務局

Tel. 03-3537-1088
第3回 カフェ&ドリンクショー関西 2020

カフェ業界専門

第4回 地域食品ブランドフェア

地域食品専門

10/28（水）～10/30（金）

10：00～17：00

5,000 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

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）

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）

主催：防犯防災総合展実行委員会・（一財）大阪国際経済振興センター

防犯防災総合展 2020

リスク・危機管理
総合展

テレビ大阪（株）
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内
Tel. 06-6944-9915

10/29（木）～10/30（金）

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

第５回 関西教育ＩＣＴ展

教育ICT総合展

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
Tel. 06-6944-9918

10/29（木）～10/30（金）

コスモスクエアニュース
ATCイベントスケジュール(2020年9月～10月)
イベント名称

マンモス展
～その「生命」は蘇るのか～

日程

7/31(金)～9/22(火･祝)

時間

場所

10:00～17:00
ITM棟2F
(入館は閉館の30分前ま
ATC Gallery
で）

説明

近年の気候変動の影響もあり、サハ共和国の永久凍土からは状態の良いマンモスなどの古生物の冷凍標本が
次々と発掘されています。
本企画展が2018年にロシア北東連邦大学北方応用生態研究所と編成した発掘調査隊が、雄大なシベリアの大地
で目の当たりにした永久凍土の今。
そして彼らの発見を含む世界初公開となる貴重な冷凍標本の数々を、本企画展のために制作された史上最大級
の冷凍展示室でご覧いただけます。
●入場料：高校生以上1,700円 小中学生900円 ※小学生未満入場
■入口でサーモグラフィによる検温を実施し、一定値以上の発熱がある場合は入館をお断りいたします。
■場内滞留が定員数を超えた場合、入場規制を実施するため、整理券を配布します。
■本展は、大阪コロナ追跡システムに参加しています。
新型コロナウイルス等の影響により、内容・会期に変更が生じる可能性があります。 あらかじめご了承ください。

ATCにマンモスがやってきた！
回って当たるフォトラリー

刀剣乱舞-本丸博-2020

パフォーマンスショー

8/7(金)～9/22(火･祝）
※9月は土日祝のみ

8/21(金)～9/6(日)

9/5(土)・6(日)

景品のお渡しは
12:30～17:00
抽選にご参加される場合 ATC館内5ヶ所
は、16:00までに投稿をお
願い致します。

10:00～17:00
（最終入場は16:30）

13:00～ （予定）

ATC館内をまわり設置されたフォトスポットを撮影しInstagramを使って投稿していただくゲームです。
投稿いただいた方にはオリジナルステッカーをプレゼント。
さらに抽選で素敵なプレゼントが、投稿して頂いたその日にあたります！
ITM棟（2F：インフォメーション前、マンモス展会場出口付近・5F：あそびマーレ前）、
オズ棟（北1F、3F北館から南館）
●参加無料

ATCホール

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。
◇刀剣乱舞-ONLINE-とは
歴史を守る"審神者"(さにわ）となり、天下五剣など名だたる刀剣が戦士の姿となった "刀剣男士"（とうけんだん
し）と共に、歴史改変を目論む敵と戦う刀剣育成シミュレーションゲーム。
●入場券 2,000円 ◇グッズ付き入場券 2,600円※消費税込
※大人・こども（小学生以上）共通金額※未就学児無料
※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 TEL:06-4862-7757（10時～17時 開催期間中は営業時間内）

メインゲート

大阪パフォーマーライセンスをもつパフォーマーが出演！
※出演者、時間は予告なく変更となる場合がございます。
※当日の往来状況に応じての開演となりますので、予めご了承下さい
※天候不良の際は中止になる場合がございます。
●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(2020年9月～10月)
イベント名称

アート＆てづくりバザールVOL.34

日程

9/19(土）～22(火・祝)

第15回大阪ベイエリア祭 2020 Worldあぽろん
9/27(日）
（予定）

時間

場所

10:00～17:00
(最終入場は16:30)
ATCホール
※分散来場にご協力お願
いいたします。

10:30～18:30

海辺のステージ
メインゲート
ピロティ広場

①PremiumLOGOSsite
11:30～16:30
海の見える URBAN EARTH BBQ

ビートルズストリート（予定）

10/31日(土)までの土日祝

②BASICLOGOSsite
BasicBBQsite
1部11:00～14:00
2部15:00～18:00

10/3(土)・4(日)

バンクシー展 天才か反逆者か

10/9(金)～1/17(日)
※12/31、1/1は休館

ハワイアンフェスティバル（予定）

10/24(土）

10:00～20:00

ウミエール広場 特設会場
（オズ南館前）

説明
厳選された約600人のクリエイターが作品を販売するブースを出店いたします。
アクセサリー、イラスト、木工、陶芸、革製品など…
オシャレなものや個性的なもの、バラエティ豊かな作品が並びます。久しぶりに開催されるてづバに、ぜひお越しく
ださい！
●当日券：800円／前売券：700円
時間指定前売券(15:00～17:00) 500円 ※時間指定前売券は当日券なし
※小学生以下無料、障害者割引なし

“超”かっこいい楽曲や和風ＭＩＸによるコラボダンスや、大阪芸能、よさこいダンスを世界に向けて大発信！
パワフルな踊りをご覧下さい。
●観覧無料

「大人時間」 贅沢なアウトドア体験を。
目の前の海を眺めながら、贅沢な時間を満喫していただくことが可能です。
ご利用は、LOGOS製のファニチャーやクッキングギア、食材をご用意していますので、大きな荷物を運ぶ必要があ
りません。
●完全ネット予約なので、ゆったりとお楽しみいただけます。
●大人 3,200円 小学生以下 2,500円 ※0～3歳以下 無料 ※1グループ3時間制 ※料金にはレンタル機
材、食材が含まれます。
※内容などの詳細は公式HPにてご案内しております。 https://bbq.urban-earth.jp/atc/
■各テーブル毎にアルコール消毒液を設置しております。
■ソーシャルディスタンスを保つため実施は1回につき最大3グループまでとさせていただきます。
■料金は事前振込式とし、原則的に現地で現金はお取り扱いしておりません。

メインゲート外

咲洲・南港ATCより世界に発信するビートルズの祭典です。
各地から集結したビートルズトリビュートバンドのライブをお楽しみください。
●観覧無料

ITM棟2F
ATCギャラリー

2018年からモスクワ、サンクトペテルブルク、マドリード、リスボン、香港の世界5都市を巡回し、100万人以上の
人々を熱狂させた展覧会が日本にやってくる！
イギリスを拠点に活動し、世界で最も注目されているアーティストの一人、バンクシーの70点以上の作品が初上
陸。
いったい、彼はアーティストなのかビジネスマンなのか、天才なのかそれとも単なる反逆者なのか。是非ともその目
でお確かめください。
●9月1日より前売チケット発売予定

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」をお楽しみください。
●観覧無料

