コスモスクエアニュース
インテックス大阪 2019年4月分～5月分予定表
催 物 名 称

平成31年3月14日 現在

展示の内容

主 催 者

会 期

開催時間

アウトドア関連

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（平日/10：00～17：30 土曜/10：00～15：00）

4/6（土）～7（日）

9：00～17：00
（最終日 9：00～16：00）

モンベルクラブ会員及び同伴者のみ
※会場での当日入会可（年会費 1,500円）

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

オリジナル
ハンドメイド

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

4/6（土）～7（日）

10：00～17：00

900円（前売 700円）

第45回 ジャンボびっくり見本市

電設資材等
（企業個展）

主催：因幡電機産業（株）
問合せ先：ジャンボびっくり見本市協催委員会事務局
Tel. 06-6533-6266

4/12（金）～13（土）

10：00～18：00
(最終日 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 ： 10：00～16：00

関係者・招待状持参者

4/14（日）

11：00～15：00

有料
※参加者全員パンフレット購入制

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

4/25（木）

未定

無料

モンベルクラブ・フレンドフェア

新規

近畿デンタルショー2019

関西オンリーフェスタ2019スプリング

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）

歯科医療機器
材料等

主催・問合せ先：
近畿歯科用品商協同組合

同人誌即売会
コスプレ

主催：（株）ユウメディア
問合せ先：チケットゆう

Tel.06-6768-6210

Tel. 03-5828-0011（平日12：00～19：00）
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

主催：慢性期医療展実行委員会
医療・介護・福祉
関係者向け展示会 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
看護専門展示会

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）

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

進路フェスタ 2019 大阪会場 in 春

高校生向け
進路相談会

SUPER COMIC CITY 28 -結-

Yu-Gi-Oh! CHAMPIONSHIP SERIES JAPAN OSAKA 2019

ルピシア グラン・マルシェ 2019

考

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

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

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）

備

主催・問合せ先：
（株）さんぽう 大阪支社
Tel.06-6300-7039

同人誌即売会

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

5/6（月）

10：30～15：00

一般パンフ又は入場券購入制(サークル自由)

ゲーム大会

主催：ドラゴン(株)
問合せ先：「11月のアンクレット」事務局、「ジャーバージャ」事務局
Tel. 03-6417-3559(土日祝除く11:00～13:00、14:00～19:00)

5/11（土）

7:30～20:30

参加券持参者

5/11(土)～12(日)

11日 10：00～17：00 （最終入場 16：00）
12日 10：00～16：00 （最終入場 15：00）

ルピシア会員限定

世界のお茶の
試飲・販売会等

主催：（株）ルピシア
問合せ先：世界のお茶専門店ルピシア
Tel. 0120-93-7799（10：00～18：00受付)

コスモスクエアニュース
インテックス大阪 2019年4月分～5月分予定表
催 物 名 称

展示の内容

主 催 者

平成31年3月14日 現在

オリーブオイル
関連

問合せ先：オリーブオイル/ワインコレクション関西事務局

考

開催時間

5/14(火)～16(木)

10：00～17：00
（最終日 10：00～16：00）

招待者登録制(業界関係者ならびに開業予定者限定)
※事前登録を行っておらず、招待券をお持ちでない場
合は入場料￥5,000(税込)が必要です。
※お名刺をお持ちでない方、一般の方、お子様をお連
れの方、学生の方、18歳未満の方は入場できません。

5/14(火)～16(木)

10：00～17：00
（最終日 10：00～16：00）

招待者登録制
※業界関係者ならびに開業予定者限定）

5/14(火)～16(木)

10：00～17：00
（最終日 10：00～16：00）

招待状持参者・登録者

5/22（水）～24（金）

10：00～18：00
（最終日 10：00～17：00）

主催：（一財）大阪国際経済振興センター
オリーブオイル関西2019
ワインコレクション関西2019

備

会 期

Tel. 06-6612-8863
[関西] 外食ビジネスウィーク 2019
主催・問合せ先：

第12回 関西うどん・そば産業展

[関西] 外食ビジネスウィーク実行委員会

第12回 関西ラーメン産業展
第10回 関西居酒屋産業展

外食専門展示会

第2回 関西ホテル・レストラン・カフェ産業展[関西ホレカ産業展]

Tel. 03-6812-9423

第2回 関西飲食店繁盛支援展
主催・問合せ先：
第1回[関西]統合型リゾート産業展

IRに特化した展示会

[関西]統合型リゾート産業展
Tel. 06-6612-8863

【[関西] 高機能素材Ｗｅｅｋ2019】
主催：リード エグジビション ジャパン（株）

* 第7回 ［関西］高機能フィルム展

問合せ先：［関西］高機能素材Week事務局

* 第7回 ［関西］高機能プラスチック展
* 第6回 ［関西］高機能金属展

高機能素材関連

* 第4回 ［関西］高機能セラミックス展
Tel. 03-6747-2557

* 第3回 ［関西］接着・接合 ＥＸＰＯ

5,000円（招待券持参者無料）

* 第2回 ［関西］高機能塗料展
農業Week大阪 2019
* 第3回 ［関西］次世代農業EXPO
* 第3回 ［関西］農業資材EXPO

主催：リード エグジビション ジャパン（株）
農業関連
総合展

問合せ先：［関西］農業ワールド事務局

* 第3回 ［関西］6次産業化EXPO

関西コミティア55

同人誌即売会

5/22（水）～24（金）

10：00～18：00
（最終日 10：00～17：00）

5/20（日）

未定

未定

5/20（日）

未定

未定

Tel. 03-3349-8511

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

I･ Doll West vol.28/HAND ART Marche west vol.10

主催：(株)ユウメディア
問合せ先：チケットゆう

コスモスクエアニュース
ATCイベントスケジュール(2019年4月～5月)
イベント名称

日程

時間

場所

説明
「きかんしゃトーマス」の世界が楽しめる、ファミリー向け体感型イベント。
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、小学生以下 400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。

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)

10:00～16:00
（最終入場は15:30）

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

4/7(日)、4/21(日)、
5/5(日)、5/19(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

日曜自然工作教室

4/14(日)、4/28(日)、
5/12(日)、5/26(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。

アニバーサリーお買上げ抽選会

4/13(土）・14(日)

12:00～20:00

抽選会場：杵屋前

オズ各店でのお買上げ金額合計2,000円以上で参加していただける抽選会です。
駐車券やオズご利用券の他、素敵な賞品が抽選で当たります！

～ デザインワークショップ ～
空に泳がせようボクのこいのぼり

4/13(土）・14(日)

①13:00～
②15:30～

ITM10F
大阪デザイン振興プラザ内
デザインギャラリー

無地のこいのぼりにアナタの好きな色や絵を描いてください。
あなたのこいのぼりがゴールデンウィークの期間中、ウミエール広場に泳ぎます！
大阪デザイン振興プラザのプロデザイナーがあなたの作ったこいのぼりを審査します。みごと受賞された方には素
敵な賞品をプレゼントいたします。
●参加費（材料費）：1,000円（一匹分） ※ATCオズでお使いいただける500円券付

ビートルズカバーライブ

4/14(日)

メインゲート

ビートルズ愛好家・出演者たちが集うライブイベントです。
●観覧無料

acosta！大阪南港ATC

4/20(土)・21(日)

DRADITION 2019
NEVER ENDING DREAM TOUR in OSAKA

4/21(日）

スタートゥインクルプリキュア

4/27(土)～7/21(日)の土
日祝
※6/29(土)･30(日)は休み

COSJOY

4/27(土)・28(日)

ITM2F ATC Gallery

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

14:00～

10:00～16:30
(最終入場は16:00)

10:30～18:00

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ホール

ドラディション2019第1弾ツアーが決定いたしました。
●入場料：NEVER ENDING DREAM TOUR シート15,000円（※最前列〜パンフレット、特典付）
■ リングサイド10,000円 （パンフレット付）
■ 指定Ａ席 7,000円 ■ 指定Ｂ席 5,000円 ※価格は全て税込
●ドラディション・チケット専用ダイヤル TEL：070−3291−0245（受付時間10:00〜20:00）

ITM棟2F
ATC Gallery

ATCで恒例のプリキュアシリーズのイベントを開催いたします。
現在放送中の最新シリーズ「スタートゥインクルプリキュア」の世界をお楽しみ下さい。
●中学生以上1,000円（前売り800円）、3歳～小学生800円（前売り600円） ※2歳以下無料

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

コスモスクエアニュース
ATCイベントスケジュール(2019年4月～5月)
イベント名称
INSECT DISCOVERY 2019

トミカ博 in OSAKA

日程
4/21(日）

4/26(金)～5/6(月・休）

時間

場所

説明

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

ATCホール

緊急車両のトミカが大集合！
警察官や消防士気分になっていっしょにまちをまもろう！
トミカが一斉に走り出すデカパトロールカースライダーも見逃せない！
大人気のトミカつりやトミカ組立工場、イベント記念商品の販売もあるよ！さぁ、みんなでトミカ博に行こう！！
●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）

13:00～

海辺のステージ

キッズからティーンまでのコンテスト形式の ミズノ杯 南港ダンスフェス。
グランプリのチームにはATCオズでご利用頂ける商品券５万円分を進呈！
●決勝大会は、6/2（日）
●観覧無料
●問：南港ダンスフェス実行委員会 TEL:06-6318-1117
※電話でお問い合わせの際には、「南港ダンスフェスについて」とお伝えください。

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

“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

ATC南バス駐車場

パトカーや消防車など「はたらくクルマ」がATCに大集合！
いろんなクルマと写真を撮ろう！
※車両により展示時間が異なる場合があります。
警察車両は、11:00～14:00まで（白バイは13:00まで)
●入場無料

海辺のステージ

サントリーのCMソング「ウイスキーが、お好きでしょ」が数多くのアーティストにカバーされる等、数々の名曲を生み
出したミュージックメーカー杉真理さんの上質な音楽を海辺のステージでお楽しみ下さい。
※終演後CD、グッズお買い上げの方対象にサイン会あり
●観覧無料

海辺のステージ

ATCの夏の定番イベントです。5～7月の期間中、全5回開催いたします。
ハワイアン雑貨等を販売する、ハワイアンマーケットもお楽しみいただけます。
●観覧無料

11:00～16:00

10:00～16:30
(最終入場は16:00)

第27回 ミズノ杯
南港ダンスフェス 2019 春グランプリ
予選

4/28(日）

第14回大阪ベイエリア祭2019 Worldあぽろん

4/29(月・祝）

大阪南港 のりもの大集合！
いろんなクルマの写真を撮ろう

5/3(金･祝)～6(月･休）

杉真理ベイサイドライブ

5/3(金･祝)

ATCベイサイド
ハワイアンフェスティバル

5/4（土）・18(土)

サウンドメッセ in OSAKA

5/11(土)･12(日)

11日/11:00～18:30
12日/10:00～17:30

ATCホール

関西発！国内最大級のギター＆ウクレレファンの夢のフェスティバルです。
大手楽器メーカー、輸入代理店、個人製作家、有名楽器店等が一堂に出展する、ビッグスケールな展示＆販売イ
ベントです。
●入場料：1,500円（前売り1,300円） ※18歳以下無料

BLUE OCEAN FES KANSAI 2019

5/18(土)・19(日)

10:00～18:00

ATCホール

西日本最大級のスキューバダイビングの総合展示会です。
最新機材や水中映像機器の展示、各地ダイビングスポットの紹介や水中写真コンテストなど、盛りだくさんの総合
展示会です。
●入場料：1,000円（前売り800円）

10:00～17:00

15:00～16:30

コスモスクエアニュース
ATCイベントスケジュール(2019年4月～5月)
イベント名称

日程

イベントツールウエストジャパン

5/22(水)・23(木）

マタニティランド2019 with Baby＆Kids

5/25(土)・26(日)

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

場所

説明

ATCホール

西日本最大級、イベント・販促業界の為のビジネスショーです。
8回目の開催となる「イベントツールウエストジャパン2019」でも様々な“イベントツール”を必要とする来場者との価
値ある商談、また業界内での情報交換の場として当展をご活用いただければ幸いです。
●入場無料 （招待制・事前登録制）

9:30～16:30

ATCホール

出産準備をされているプレママ・プレパパ、ベビー＆キッズを育児中のママ・パパなど、たくさんの方々がご来場い
ただける「マタニティランド」です。初めての出産準備をするために、分からないこと、不安に思うことがたくさんある
と思います。そんな不安を解消していただくために良質な情報を発信し、体験コーナーで楽しくゆっくりと学んでい
ただけます。
●入場無料

12:00～18:00

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

