コスモスクエアニュース
インテックス大阪 2019年3月分～4月分予定表
催 物 名 称

平成31年2月8日 現在

展示の内容

主 催 者

会 期

開催時間

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/2020/

3/1（金）～2（土）

10：00～17：00
（受付開始 9：00）

無 料
※2020年度卒業予定新卒・既卒者対象

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

3/4（月）～6（水）

11：00～17：30

無 料
※2020年度卒業予定新卒・既卒者対象

福祉の就職総合フェア SPRING in OSAKA

福祉関係の就職

主催・問合せ先：
（社福）大阪府社会福祉協議会・大阪福祉人材支援センター
Tel. 06-6762-9006（平日9：00～17：00）

3/9（土）

12：00～16：00
（受付開始 11：30）

無 料

子育て関連

主催：（株）ベネッセコーポレーション
問合せ先：たまひよホットライン
Tel. 0120-68-0145（平日10：00～12：00、13：00～17：00）

3/10（日）

10：00～18：00

無 料
※ＨＰによる事前登録制

ゲームマーケット2019 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

3/10（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
地元で就職したい人のための企業発見★LIVE

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/2020/

3/11（月）

10：00～17：00
（受付開始 9：00）

無 料
※HPによる事前登録制

第35回 大阪モーターサイクルショー 2019

オートバイ関係
試乗会

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2019 運営事務局
Tel. 06-6357-2677 （平日10：00～12：00、13：00～18：00）

3/15（金）～17（日）

10：00～17：00

3/18（月）

未定

無 料

3/23（土）〜24（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

3/31（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）

4/6(土)～7(日)

9:00～17:00(最終日16:00まで)

モンベルクラブ会員様と同伴の
ご家族・ご友人(何名でも可)
当日の入会も受け付けています。
〈年会費1,500円〉

4/6(土)～7(日)

10：00～17：00

たまひよ ファミリーパーク 2019 ｉｎ 大阪

TWICE ドーム公演グッズ先行販売

新規

グッズ販売

主催・問合せ先：
キョードーインフォメーション

備

考

大人（大学生以上） 1,600円 （前売 1,300円）
ペア
2,600円 （前売 2,200円）
※高校生以下、障がい者の方は無料

Tel. 0570-200-888
大阪キャンピングカーショー 2019

キャンピングカー

HARU COMIC CITY 25 大阪

同人誌即売会
（オールジャンル）

モンベルクラブ・フレンドフェア

Ｃｒｅｅｍａ Ｃｒａｆｔ Ｐａｒｔｙ 2019
（クリーマ クラフトパーティ）

モンベルクラブ
会員様向け
感謝祭

展示・販売会

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）
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：（株）モンベル
問合せ先：モンベルクラブ事務局
Tel 06-6536-5740
主催：㈱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（Ｃｒｅｅｍａ内）
Tel. 03-6447-0105

第45回 ジャンボびっくり見本市

電設資材等
(企業個展)

付添い割引 ６００円 (3名まで)

主催：因幡電機産業（株）
問合せ先：㈱電産企画内 ジャンボびっくり見本市協催委員会事務局

中学生以上 ９００円 (前売 ７００円) 小学生以下無料
身体障がい者割引 ６００円 (障がい者手帳
必要)

4/12(金 )～13(土)

13日 10：00～18：00
14日 9：00～17：00

登録者・招待状持参者

4/13(土)～14(日)

13日 12：00～19：00
14日 9：00～16：00

関係者

4/14(日)

11：00～15：00

有料
（参加者全員パンフレット購入制）
※サークル参加者様はパンフレット自由購入制

Tel. 06-6533-6266
近畿デンタルショー2019

歯科用材料他

主催：近畿歯科用品商協同組合
問合せ先：近畿デンタルショー2019実行委員会
Tel. 06-6768-6210

関西オンリーフェスタ2019スプリング

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（12：00～19：00受付/土日・祝休)

コスモスクエアニュース
インテックス大阪 2019年3月分～4月分予定表
催 物 名 称
バリアフリー 2019
（第25回 高齢者・障がい者の快適な生活を提案する総合福
祉展）
慢性期医療展 2019
（第9回 超高齢社会を支える慢性期医療の専門展）

展示の内容

主 催 者

会 期

開催時間

備

考

4/18(木)～20(土)

10：00～17：00

無料
※事前登録または当日登録が必要

4/27(土)

未定

未定

主催：(社福)大阪府社会福祉協議会/テレビ大阪(株)/(株)テレビ大阪エクスプロ

福祉機器等

問合せ先：バリアフリー展事務局/（株）テレビ大阪エクスプロ内
Tel. 06-6944-9913

医療・介護・福祉
関係者向け展示会

主催：慢性期医療展実行委員会
問合せ先：慢性期医療展事務局/（株）テレビ大阪エクスプロ内
Tel. 06-6944-9913

看護未来展 2019
（第4回 看護サービスの新しいステージを目指す専門展）

平成31年2月8日 現在

看護専門展示会

主催：看護未来展実行委員会
問合せ先：看護未来展事務局/（株）テレビ大阪エクスプロ内
Tel. 06-6944-9913

在宅医療展 2019
（第2回 地域包括ケアシステムにおける在宅医療の専門
展）

未来教育アカデミー「じぶん輝く・未来発見LIVE」

在宅医療
専門展示会

主催・問合せ先：
在宅医療展事務局/（株）テレビ大阪エクスプロ内
Tel. 06-6944-9913

合同進学イベント

主催・問合せ先：JSコーポレーション
問合せ先：
Tel.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3月～4月)
イベント名称

日程

時間

場所

説明

ATCお買い物フェア第3弾！
ホワイトデーお菓子プレゼント！

3/1(金)～3/14(木）

11:00～20:00

ATC物販店
※フェア参加店のみ

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

3/3(日)、3/17(日)、
4/7(日)、4/21(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

OSAKA防衛防災フェスティバル2019

3/3(日)

10:00～16:00

ピロティ広場

ATCポップカルチャーアワー＃15

13:00～

オズ北3F
ATCウミエールキューブ

ATCの物販店でのお買い上げ3,000円（税込・１会計）以上でお菓子をプレゼント！
●各店数量限定 ●レシート合算不可

大阪南港ATC岸壁に1999年のトルコ北西部地震の被災地支援として仮設住宅を日本から無寄港連続23日間で輸
送した海上自衛隊掃海母艦「ぶんご」がやってくる！
●入場無料

●観覧無料

癒しフェア2019 in OSAKA
健康生活フェア

3/9(土)・10(日)

10:00～17:00

ATCホール

癒しのスペシャリストたちの無料講演を多数開催！
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て、ファビュラストークショーを10日に開催いたします。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。
●入場料：1,000円

日曜自然工作教室

3/10(日)、3/24(日)、
4/14(日)、4/28(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。

近畿高校軽音楽系クラブ
Sing for the Future

3/10(日)(予定)

海辺のステージ
ウミエール広場

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

ATCホール

ATC恒例となった人気イベントを開催致します。
1000名を超える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イベントです。
30回目の開催を記念して、15日に旺季志ずかさんのトークショー「誰でも夢が叶う魔法をあなたに」＆オリジナル
グッズ販売・サイン会を、16日には谷口亮さんのトークショー「キャラクターが誕生するまで」のスペシャル講演がご
ざいます。
●一般750円（前売り650円）※小学生以下無料

OSAKAアート＆てづくりバザールVol.30

3/15(金)～17(日)

未定

10:00～17:00（予定）
（※3/15は16:30閉場）

コスモスクエアニュース
ATCイベントスケジュール(2019年3月～4月)
イベント名称

日程

時間

ATC25周年記念
きかんしゃトーマスとなかまたち

3/21(木)～4/7(日)
4/13(土)・14(日)
4/20(土)・21(日)

acosta！大阪南港ATC

3/23(土)・24(日)

COSJOY

3/30(土)、31(日）

10:30～18:00

LaQ(ラキュー）フェスタ in 大阪

3/30(土)・31(日)

各回時間入替制
①10:00～12:00
②12:30～14:30
③15:00～17:00

INSECT DISCOVERY 2019

4/21(日）

トミカ博 in OSAKA

4/26(金)～5/6(月・祝）

第14回大阪ベイエリア祭 Worldあぽろん

4/29(月・祝）

ATC 似顔絵コーナー
チョパの似顔絵屋さん

毎週 土、日、祝日

10:00～16:00
（最終入場は15:30）

場所

ITM2F ATC Gallery

説明
きかんしゃトーマスとなかまたちが大阪南港ATCに大集合！
大好きなトーマスや仲間たちに会いに行こう！
●中学生以上 600円（前売り500円）、小学生以下 400円（前売り300円）※1歳未満無料
※会場内一部アトラクションは有料となります。
※シルバー・身障者等の料金設定はありません。
※ATC駐車場サービスはありません。

10:30～18:00
ＡＴＣ館内+ウミエール広場
※変更の可能性あり
※撮影可能時間は17:30 受付：ITMホール（ITM12F）
まで

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/

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

ATCホール

ATCで初開催となる「LaQフェスタ」
LaQ（ラキュー）とは、四角と三角の基本パーツに、5つのジョイントパーツをつないで平面・立体・球体がつくれる日
本製のパズルブロックです。
ワークショップやテーマに合わせた展示、遊べるコーナー等を予定しています。
●大人・子どもとも800円（前売り700円） ※2歳以下無料

ITMホール（ITM12F）

世界のクワガタ・カブトムシが大集合！
昆虫専門店＆用品店が一堂に集う、西日本最大級の昆虫イベントです。
●入場料：お一人様500円※小学生以下無料

10:00～16:30
(最終入場は16:00)

ATCホール

まちをまもるクルマ大集合！
●入場料：中学生以上 900円(前売り800円)、小学生以下 700円(600円) ※2歳以下無料
●お問い合わせ：トミカ博 in OSAKA事務局 06-6325-5777（平日10:00～16:30 ※土日祝は除く）

10:30～18:30(予定)
雨天決行

海辺のステージ
メインゲート
ピロティ広場

11:00～16:00

12:00～18:00

ITM2F
「cafe&dining goo-note」 前

“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
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！

