コスモスクエアニュース
インテックス大阪 2017年11月分～12月分予定表
催 物 名 称

展示の内容

主 催 者

会 期

開催時間

コンサート

11/3(金･祝)～5(日)

10：00～17：00

大人(中学生以上) 1,300円(前売1,100円)
子供(4歳～小学生)
800円(前売 600円)
※3歳以下無料
※前売りチケットは、各プレイガイド、コンビニ発売中。
※開催中も当日料金にて各プレイガイドで5日正午まで
販売。

11/5(日)

11：00～15：00

Tel. 0570-200-888（10：00～18：00）

主催：Pet博実行委員会/テレビ大阪
Ｐｅｔ博 ２０１７ 大阪

動物イベント

問合せ先：Pet博運営事務局(テレビ大阪事業局)
Tel. 06-6947-1912

コスプレ
同人誌販売会

ＯＳＡＫＡ ＦＥＳ Ｎｏｖ．２０１７

主催・問合せ先：
赤ブーブー通信社
Tel. 03-3225-8520（平日のみ/11：00～19：00）

新規

新規

寺社設備産業展２０１７

入場無料

当日¥2,000(税込)
※事前登録者・招待券持参者は入場無料

葬儀・埋葬・供養

関西エンディング産業展２０１７

考

10：00 open／11：00 start

11/3(金･祝)～5(日)

問合せ先：キョードーインフォメーション

備

■当日券(1日券)
大人 9,000円(税込)
小人 2,000円(税込)
■前売券(1日券、前半2日通券、後半2日通券、3日通し
券）
各プレイガイドにて発売中

主催：キョードーマネージメントシステムズ
ＫＯＹＡＢＵ ＳＯＮＩＣ ２０１７

平成29年10月12日 現在

主催・問合せ先： TSO International㈱
寺社･寺院
設備･用品・サービス

11/8(水)～10(金)

10：00～17：00

当日¥2,000(税込)
※事前登録者・招待券持参者は入場無料

Tel. 03-5363-1701
新規

当日¥2,000(税込)
※事前登録者・招待券持参者は入場無料

スポーツ・健康産業

第１回ウェルネスライフＥＸＰＯ

主催・問合せ先：
２０１７丸産業 「住設建材まつり」

住設建材

㈱丸産業

11/11(土)～12(日)

10：00～17：00
(最終日 9：00～16：00)

招待状持参者

11/11(土)

10：00～17：00

無料
（ＨＰによる事前申込みが必要）

11/15(水)～11/17(金)

10:00～18:00

Tel. 0744-22-4390
主催・問合せ先：
就活準備
イベント

インターンシップ＆仕事研究 ＬＩＶＥ 大阪

㈱リクルートホールディングス
リクナビ 2019 https：//job.rikunabi.com/2019/

新規

第１回 関西 教育ITソリューションEXPO
第１回 関西 学校設備・サービス展

主催：リード エグジビション ジャパン㈱
教育用IT
学校設備

問合せ先：教育ＩＴソリューションEXPO 事務局
Tel. 03-3349-8507
主催：リード エグジビション ジャパン（株）

第２回 関西 総務・人事・経理ワールド

総務・人事・経理

問合せ先：関西 総務・人事・経理ワールド 事務局
Tel. 03-5324-1312

招待券持参者
※招待券をお持ちでない場合、入場料5,000円/人が必
要

コスモスクエアニュース
インテックス大阪 2017年11月分～12月分予定表
催 物 名 称

関西オンリーフェスタ ２０１７ オータムＰＡＲＴ２

展示の内容

コスプレ
同人誌販売会

主 催 者

平成29年10月12日 現在

会 期

開催時間

備

11/19(日)

11：00～15：00

考

主催：スタジオYOU
問合せ先：チケットゆう

一般パンフレット購入制

Tel. 03-5828-0011 （11：00～19：00受付/日祝休）

11/24(金)～26(日)
主催：大阪マラソン組織委員会
11/24(金)～26(日)
11/24(金)～25(土)

問合せ先：大阪マラソンコールセンター
大阪マラソン ＥＸＰＯ ２０１７

マラソン関連
グルメ
Tel. 06-6445-3978
（受付時間10：00～17：00/土・日・祝日を除く）

11/24(金)～26(日)
11/26(日)

ものづくり補助事業成果発表・ビジネスマッチング会
中小企業 新ものづくり・新サービス展

主催：全国中小企業団体中央会
ビジネスマッチング

問合せ先：中小企業 新ものづくり・新サービス展運営事務局

11/28(火)～30(木)

Tel. 03-5510-7656

マイナビ インターンシップEXPO 大阪会場

ＦＣＩ大阪インターナショナルドッグショー

就職イベント

犬のコンテスト等

主催：株式会社 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
Email ：semi-osk@mynavi.jp
主催・問合せ先：
ＪＫＣ大阪ブロック協議会

■ランナー受付
24～25日 11:00～19:30
付)
■展示エリア
24～25日 11:00～20:00
場)
■うまいもん市場
24～25日 11:00～20:00
場)
26日
10:00～17:00

(19:30最終受
(19:30最終入

入場無料

(19:30最終入
(16:30最終入

8：55 / 車いすマラソン スタート
16：00 / マラソン終了

28日 13:00～17:00
27日 10:00～17:00
28日 10:00～16:00

ランナーサービスエリア

入場無料
(HPによる登録制・会場前での登録制)

無料(HPによる事前登録)
12/2(土)

12：00～17：０0
※大阪駅からの無料シャトルバス有

12/2(土)～3(日)

9：00～17：00(予定)

未定

Tel. 06-6693-7911
第10回 大阪モーターショー

自動車・バイク
関連

主催：大阪モーターショー実行委員会
問合せ先：大阪モーターショー運営事務局
Tel. 06-6233-2220

味わいロードin第１０回大阪モーターショー

グルメ

大人(中学生以上) １,６００円 (前売 １,４００
円)
小学生以下無料
※身体障がい者+付添い１名 無料(要手帳)
※「大阪モーターショー」と「味わいロード」は
共通チケット

12/8(金)～11(月)

8・11日 10：00～17：00
9・10日 9：30～18：00

12/16(土)

10:00～17:00

無料
※大学生・大学院生・専門学生・高専生対象

1/17(日)

17日 10：00～17：00
（9：30受付開始 最終入場16：30）

無 料(予定)

12/28(木)～29(金)

28日(木)、29日(金)
11:00～ 開始

主催：絶品！超満腹帝国実行委員会、テレビ大阪
問合せ先：テレビ大阪事業局
Tel. 06-6947-1912

インターンシップ&仕事研究LIVE 大阪

就職イベント

主催：（株）エフプランニング
問合せ先：
詳細はリクナビ2019(URL:http://job.rikunabi.com/2019/)より

バトスピチャンピオンシップ2017 -煌臨杯- 近畿エリア
大会

カードゲーム大会

主催：（株）ディーエムエス
問合せ先：カードダスナビ
（10：00～17：00/日祝休） Tel. 0570-041-955
主催：ＦＭ８０２

ＦＭ８０２ ＲＯＣＫ ＦＥＳＴＩＶＡＬ
ＲＡＤＩＯ ＣＲＡＺＹ ２０１７

コンサート

問合せ先：RADIO CRAZY公演事務局
(10：00～18：00) Tel. 06-7732-8787

•2DAYS TICKET=￥16,800
•1DAY TICKET=￥8,800
［税込、オールスタンディング、6歳未満入場無料］

コスモスクエアニュース
ATCイベントスケジュール(2017年11月～12月)
イベント名称

日程

ウミエール広場 光の回廊（コリドー）

開催中

ATC 似顔絵コーナー

毎週 土、日、祝日

咲洲こどもフェスタ
～笑顔がつながる、未来をつくる～

11/3(金･祝)～5(日)

ママキッズフェスタ in OSAKA

11/3(金･祝)～4(土)

ATC BAYSIDE Xmas 2017Xmasツリー点灯式

11/3(金･祝)

ミズノ杯 南港ダンスフェス 2017 秋グラ
ンプリ 決勝

11/3(金･祝)

“ハガレン”史上初の大規模原画展
鋼の錬金術師展

11/3(金･祝)～30日
（木） 28日間（休館日
なし）

時間

場所

説明

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。

12:00～18:00

ITM棟2階
「cafe&dining goo-note」

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！

11:00～18:00
（イベントごとに開 ATC
始・終了時間が異なり さきしまコスモタワー
ます)

10:00～17:00

ATCホール

17:30～（18:00頃点灯
海辺のステージ
予定）

12:30～

10:00～17:00
（最終入場：16:30）

ATCとさきしまコスモタワーに親子で遊べるイベントが大集合！
・かいじゅうスタンプラリー抽選会 ・スペースミュージアム ・モデラーズフェスティバル2017
・2017府民スポーツ・レクリエーション発表交流会 ・フルタ製菓チョコレート教室
・森のママまつり ・大阪府生徒児童発明くふう展 ・パトカーと記念撮影 ・大阪府消費者フェア
・環境キッズファミリー交流フェスタ ・さんふらわあ船内見学会 ・ドローン体験
・こども将棋大会 など、楽しいイベントが盛りだくさん！！
同時開催：ママキッズフェスタ・住まいフェスタ
イベントの最新情報は公式サイトでチェック！「咲洲こどもフェスタ2017」で検索！！
多数の団体や企業が出展し、赤ちゃんから大人まで楽しめるプログラム満載のイベントです。
お料理体験や工作、スポーツ体験や親子で参加できるプログラムなど様々なコンテンツやステージイベ
ント、抽選会なども実施いたします。
また、同時開催の「住まいフェスタ in OSAKA」 もお楽しみいただけます。
●入場無料
クリスマスのスタートを告げるスペシャルイベント。
ツリー点灯の時には出演者全員とお客様が一体となってのカウントダウンと特殊効果で華やかに演出い
たします。
●観覧無料

大阪府咲洲庁舎1F フェスパ

キッズからティーンまでのコンテスト形式の南港ダンスフェス。過去の出演者には人気アイドルも。
決勝大会には世界的ダンサー≪TAKAHIRO≫が審査員として登場！
●観覧無料

ATCミュージアム

12月1日から全国一斉公開される実写映画『鋼の錬金術師』の公開を記念して、原画展の開催が決定！
貴重な荒川弘先生による漫画原画とテレビアニメシリーズの資料の数々により、その魅力を余すところ
なく紹介します。
会場では全て荒川弘先生ご本人の手によって描き出された生原稿を展示！
さらに入場料不要の無料ゾーンで12月に公開される実写映画で使われた衣装や小物の展示も！
アニメ映像や造形物によって作品の世界観に没入できる演出もあり、「見て、体感できる原画展」と
なっております。
＜入場券＞
【前売】 一般・大学生 1,300円 / 中高生 1,000円 / 小学生以下 800円
【当日】 一般・大学生 1,500円 / 中高生 1,200円 / 小学生以下 1,000円
＜音声ガイド付き入場券＞
【前売】 一般・大学生 1,900円 / 中高生 1,600円 / 小学生以下 1,400円
【当日】 一般・大学生 2,100円 / 中高生 1,800円 / 小学生以下 1,600円
問：「鋼の錬金術師展」事務局06-6136-5766

コスモスクエアニュース
ATCイベントスケジュール(2017年11月～12月)
イベント名称

日程

時間

11/3(金･祝)、
11/4(土)、11/11(土)、
11/12(日)、12/9(土)、
12/10(日)、
12/23(土)、12/24(日)

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

えこぷらざのわくわくエコワークショップ 11/5(日)、11/19(日)、
＆うきうきスタンプクイズラリー
12/3(日)、12/17(日)

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

海辺のおまつり

11/18(土)

10:00～17:00

ウミエール広場一帯＆
メインゲート外側（海側）

11:30～19:00/ATCアイドルコレクション in 海辺のステージ powerd by 刻志！
①11:00～②15:00～/シルバニアファミリーとあそぼう！わくわくステージショー
10:00～17:00/ご当地マルシェ＆縁日コーナー
14:00～/ＡＴＣ海辺のファンミーティング撮影会（モデル：桜井ＭＩＵ

acosta！大阪南港ATC

11/18(土)、
11/19(日)、
12/16(土)、12/17(日)

10:00～20:00
（※時空館エリアは
12:00～16:00まで、
非常階段エリアは
11:00～17:00まで）

大阪南港ＡＴＣ館内+野外
（受付：ITMホール（ITM棟12
階））

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、http://acosta.jp/

日曜自然工作教室

11/12(日)、
11/28(日)、
12/10(日)、12/24(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。

COSJOY

11/3(金･祝)、
11/4(土)、11/11(土)、
11/12(日)、12/9(土)、
12/10(日)、
12/23(土)、12/24(日)

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

ATC×相愛大学コンサート

11/12(日)

ITM2F

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

COSJOY

①13:00～
②15:00～

場所

セントラルアトリウム

9:30～16:30
（最終入場16：00)
レゴ®ブロックで遊ぼう
BRICKLIVE® in JAPAN 2017

11/23(木･祝)～26(日)

*最終日会場時間
9：30～16：00
（最終入場15：30）

ATCホール

説明

300万個のレゴ®ブロックを使った、多彩で楽しいアトラクションがいっぱい！
ブリックライブ®は、イギリスで多くのレゴ®ファンを動員する大人気イベント。
その人気の理由は、作る・観る・学ぶを通して想像力を刺激し、レゴ®ブロックの楽しみを大きく広げて
くれるたくさんのアクティビティです。
ファミリーで一緒に楽しめるのはもちろん、レゴ®ブロックが大好きな方や興味がある方も、楽しさとそ
の魅力に触れることができます！
ここでしか体験できない、さまざまなビッグスケールのアクティビティを思う存分お楽しみくださ
い！！
大人（13歳以上） ：当日券1,500円（前売券1,200円）
子供（3歳～12歳）：当日券1,000円（前売券800円）
※料金は税込。※0歳～2歳は無料。
※障がい者は、各種障がい者手帳をお持ちください。子供と同一料金となります。また、手帳のご提示
により、「介護者1名に限り無料」でご入場いただけます。

コスモスクエアニュース
ATCイベントスケジュール(2017年11月～12月)
イベント名称
椿姫

OSAKAアート＆てづくりバザールVol.26

日程
11/23(木･祝)

12/9(土)、10(日)

大阪キルト＆ステッチショー2017

12/14(木)～16(土)

大阪・光の饗宴2017連携イベント
光のワンダーランド

12/23(土･祝.)、24(日)

ATCこどもミュージカル

12/24(日)

時間
16:30開場
17:00開演

10:00～17:00

場所

説明

南港サンセットホール

田嶋喜子さん（Sop.）がヴィオレッタ役を演じる椿姫を全3幕、字幕付きで上演いたします。
入場料：3,500円（前売り3,000円）※全席自由
お問合せ・お申込み：sakidorichan@gmail.com
咲洲CLASS実行委員会(羽間）090-3995-0678

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
※小学生以下無料、障害者割引なし
●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

10:00～17:00
ATCホール
（最終日は16:30終了)

海辺のステージ

16:00～（17:30終演予
ITM棟2Fハーバーアトリウム
定）

キルト＆ステッチショー 2017年度テーマはNow and Then ～［現代の風］と［100年前の心］～
針と手で作られ続けられてきたキルトと刺しゅうの過去と現代の両方の側面からものづくりの楽しさと
多様性をご紹介します。
また、12月14日（木）13時より、特別ゲストとして、華道家 假屋崎省吾「フラワーデモンストレー
ション＆トークショー」を開催いたします。
● 入場料1,600円（税込）前売券1,400円（税込）※高校生以下無料

大阪府・市が国内外に向けて光による大阪の魅力を発信する事業「光の饗宴」の連携イベントを開催い
たします。
●観覧無料

楽しみながら、子どもの表現力・コミュニケーション力・社会力を育てる「ATCクリスマス子どもミュー
ジカル」。
毎年、参加者さまから大好評を頂き、今年5回目の開催が決定しました !!
それぞれの年齢や興味、経験に応じた形で参加でき、≪誰もが主役になれるイベント≫です。
●観覧無料

