コスモスクエアニュース
インテックス大阪 2019年1月分～2月分予定表
催 物 名 称

マイナビ インターンシップEXPO

主 催 者

会 期

開催時間

企業研究

主催：（株）マイナビ
問合せ先：マイナビインターンシップEXPO大阪運営事務局
E-mail : semi-osk@mynavi.jp

1/6（日）

12：00～17：00

無料
※WEBによる事前予約制
※2020年度卒業予定新卒・既卒者対象

1/13（日）

10：30～15：00

一般パンフまたは入場券購入制

1/19（土）

9：00～17：00

無料
※事前抽選応募制

同人誌即売会
コスプレ

COMIC CITY 大阪 118

新規

FGO冬まつり2018-2019 ～トラベリング大サーカス！～

平成30年12月9日 現在

展示の内容

ゲームアプリ
ファン感謝祭

主催・問合せ先：
赤ブーブー通信社

備

考

Tel. 03-3225-8520（月～金 11：00～19：00）
主催：（株）ソニー・ミュージックコミュニケーションズ
問合せ先：Fate/Grand Order イベントお問い合わせ
https://fes.fate-go.jp/inquiry/

関西オンリーフェスタ2019 ウインター

同人誌販売会
コスプレ

主催：スタジオYOU
問合せ先：チケットゆう
Tel. 03-5828-0011（12：00～19：00/平日のみ）

1/20（日）

11：00～15：00

有料
※参加者全員パンフレット購入制

Comic Treasure 33

同人誌即売会
コスプレ

主催・問合せ先：
青ブーブー通信社
Tel. 03-3225-8102（11：00～19：00/平日のみ）

1/20（日）

11：00～15：00

有料
※参加者全員パンフレット購入制

関西コミティア54

同人誌即売会

1/20（日）

11：00～15：30

有料
※参加者全員パンフレット購入制

1/23（水）～25（金）

10：00～18：00
（最終日 10：00～17：00）

5,000円
※招待券持参者無料

1/25（金）～26（土）

25日 10：00～17：00
26日 9：30～17：00

無料

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

【2019 Japan IT Week 関西】
* 第3回 関西 組込みシステム 開発技術展
* 第3回 関西 情報セキュリティ EXPO

主催・問合せ先：
リード エグジビション ジャパン（株）

* 第3回 関西 Web&デジタル マーケティング EXPO
* 第3回 関西 クラウドコンピューティング EXPO

IT商談会

* 第3回 関西 モバイル 活用展

Tel. 03-3349-8504

* 第3回 関西 IoT/M2M展
* 第2回 関西 店舗ITソリューション展
* 第2回 関西 AI・業務自動化展

UMモールドフェア “アフターJIMTOF”

工作機械

主催・問合せ先:：
植田機械（株）
Tel. 06-6743-0101

主催・問合せ先：
フィッシングショーOSAKA 2019

釣具用品

大阪釣具協同組合

Tel. 06-6531-0987

【業者商談日】
2/1（金）
… 3・6A・6B
【一般公開日】
2/2（土）～3（日）
… 3・4・6A・6B

1日 10：00～17：00
2・3日 9：00～17：00

【業者商談日】 招待状持参者のみ入場可
【一般公開日】 1,400円（前売 1,200円）
※中学生以下無料
※障がい者と付き添い1名
のみ無料（要手帳）

コスモスクエアニュース
インテックス大阪 2019年1月分～2月分予定表
催 物 名 称

展示の内容

平成30年12月9日 現在

主 催 者

会 期

開催時間

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

2/4(月)

11：00～17：00

無料
2020年3月卒業予定新卒・既卒者
（就業経験がない方）

2/9(土)～11(月・祝)

9：00～18：00
※(初日9:00～13:00はサイレントタイム

高校生以上 2,700円 (前売 2,100円)
中学生以下無料
（保護者同伴に限る・要生徒手帳）

主催：㈱マイナビ
マイナビ業界研究ＥＸＰＯ 大阪会場

第23回 大阪オートメッセ2019

合同企業説明会

カスタムカー

主催：オートメッセアソシエイション
問合せ先：大阪オートメッセ事務局
Tel. 06-6458-0300

備

考

主催・問合せ先：
2019年 第51回 大阪ミシンショー

縫製関連

2/15(金)～16(土)

大阪府ミシン商業協同組合

15日 10：00～17：00
16日 10：00～16：30

入場無料

Tel. 06-4790-6422
【メディカル ジャパン ２０１９ 大阪】
＊第９回ヘルスケア・医療機器 開発展 大阪

主催：リード エグジビション ジャパン㈱

＊謬院運営支援EXPO 大阪
* 第４回 医療ＩＴ EXPO 大阪
* 第５回 介護＆看護 ＥＸＰＯ 大阪
* 第５回 再生医療 産業化展 大阪
＊第５回医療機器・設備EXPO 大阪
* 第２回 地域包括ケアＥＸＰＯ 大阪

医療総合展

問合せ先：メディカル ジャパン事務局

2/20(水)～22(金)
Tel. 03-3349-8509

10：00～18：00
(最終日 10：00～17：00)

5,000円
※招待券持参者無料

コスモスクエアニュース
ATCイベントスケジュール(2019年1月～2月)
イベント名称
映画「DRAGONBALL超 ブロリー」公開記念
ドラゴンボール超 修業チャレンジ！

日程
・12/1(土)～30(日)の
土日祝休日
・1/1(火)～6(日)
・1/12(土）～14(月･祝）

プラレール博 in OSAKA

1/1(火･祝）～6(日)
1/12(土）～14(月･祝）

新春！獅子舞2019

1/1(火･祝)

新春！三味線もちつき

1/3(木）

平成31年 大阪市消防出初式

1/6(日)

平成31年
住之江区「成人の日記念のつどい」

1/14(月･祝）

ATCポップカルチャーアワー＃13

1/19(土)

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
10:00～16:30
（最終入場16:00）

10:00～16:30
(最終入場16:00)

13:00～
15:00～
17:00～

13:00～
15:00～
（整理券配布は
各回30分前から）

10:00～12:20

10:30～
（9:30受付開始）

13:00～(予定)

12:00～18:00

場所

説明

オズ北4F 特設会場

12/14(金）公開の映画「ドラゴンボール超 ブロリー」の公開記念イベントです。
悟空を目指して6つの修業（アトラクション）にチャレンジして認定証をゲット。その他3Dトリックビジョンなどのフォト
スポットやグッズ販売もございま。
●入場料：中学生以上 800円、 小学生以下 600円 ※2歳以下無料

ATCホール

～ようこそ！夢のテーマパークへ！！～
プラレールのなかまたちといっぱい遊べる夢のテーマパークが登場だ！おっきくなったドクターイエローのプラレー
ルをはじめ、プラレールトーマスやシンカリオンなどの体験コーナーがあるよ！大迫力の巨大ジオラマでもなかまた
ちが共演しているぞ！人気のアトラクションゾーンではゲームに参加してプラレールをゲットしちゃおう。大きなプラ
レールにも乗れる！イベント記念商品の販売もあるプラレールマーケットなど、内容盛りだくさん！
●当日券 大人（中学生以上）：900円 子ども（3歳～小学生）：700円 税込金額
※2歳以下は入場無料 上記料金には入場記念品を含む。（有料入場者のみ/無料入場の方を除く）

ATC館内

お正月の風物詩、獅子舞が館内を練り歩きます!!
厄除けや豊作を祈願し、昔から各地で伝承されてきた獅子舞。
獅子に頭を噛まれた人には福が来るといわれ、縁起の良い伝承芸能を開催いたします。
広場では短い演舞をする場合もあり、こちらも毎年大好評です！

メインゲート

徳島県美馬市無形文化財三味線餅つき保存協会「うだつ」の皆様にお越しいただき、町の様々なお祝い事で必ず
ご披露されている「三味線もちつき」を開催いたします。
できたてのお餅は先着順にプレゼント!!
※各回30分前に整理券を配布いたします。各回先着100名様

ウミエール広場一帯、
ピロティ広場

平成最後を飾る大阪市消防出初式は、消防車両50台、消防ヘリ2機、消防艇4隻と陸・海・空の消防部隊など、延
べ1,244名が参加予定！
消防隊員・消防車などのパレードをはじめ、レスキュー訓練、消防車両や消防艇による一斉放水などが実施されま
す。
●市民と消防ふれあいコーナー 11:20～12:20
消防車の観覧、起震車での地震体験、子ども用消防服を着て記念撮影するコーナーなどを設け、未来からやって
きたファイアー・ファイター『セイバーミライ』とともに、消防職員一同みなさまのお越しをお待ちしております。
●観覧無料

ITM棟2階
セントラルアトリウム

新成人のみなさんの希望に満ちた人生の門出をお祝いする「成人の日記念のつどい」を開催します。
たくさんの方の参加をお待ちしています。
対象となる方：平成10年（1998年）4月2日から平成11年（1999年）4月1日生まれの方

オズ北3F
ATCウミエールキューブ

ITM棟2階
「cafe&dining goo-note」 前

●観覧無料

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！

コスモスクエアニュース
ATCイベントスケジュール(2019年1月～2月)
イベント名称

日程

えこぷらざのわくわくエコワークショップ＆うきう 1/6(日)、1/20(日)、
きスタンプクイズラリー
2/3(日)、2/17(日)

時間
13:30～15:30

10:30～18:00
（17:30まで撮影可能）

場所

説明

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

ＡＴＣ館内+ウミエール広場
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！
詳しくは公式HPよりご確認ください。ウェブサイト：http://acosta.jp/event/

acosta！大阪南港ATC

1/19(土)・20（火）

日曜自然工作教室

1/13(日)、1/27(日)、
2/10(日)、2/24(日)

13:30～15:30

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。

COSJOY

1/26（土)、27(日）、
2/16(土)、17(日)

10:30～18:00

ＡＴＣ館内+ウミエール広場
受付：ITMホール（ITM棟12階）

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

ATCのお買いものフェア第1弾
バレンタインチョコプレゼント

2/1(金)～2/14(木）

ATC物販店
※フェア参加店のみ

ATCの物販店でお買い上げ3,000円以上でバレンタインチョコをプレゼント！
各店数量限定

ATCのお買いものフェア第2弾
グルメクーポンプレゼント

2/15(金)～2/28(木)

ATC物販店
※フェア参加店のみ

ATCの物販店でお買い上げ3,000円以上でATCのレストランで使えるグルメクーポンをプレゼント！
各店数量限定

ATCホール

ATCでは恒例となったレプタイルズフィーバー。
爬虫類・両生類を中心に、風変わりなペットたちが大集合！まるで「小さな恐竜」のような爬虫類・両生類たちが会
場内に所狭しと並びます。
●大人（中学生以上） 当日：1000円 前売：800円
小学生 当日：600円 前売：500円 ※未就学児無料
各コンビニ、プレイガイドにて発売中！
●お問い合わせ：テレビ大阪 事業局 06-6947-1912 （平日10:00～18:00）

レプタイルズフィーバーWinter2019
～小さな恐竜たちの世界～

2/16(土)・17(日)

10:00～17:00
（最終入場は16:30）

