コスモスクエアニュース
インテックス大阪 2020年5月分予定表
催 物 名 称

SUPER COMIC CITY 関西 26

備

考

展示の内容

主 催 者

会 期

開催時間

同人誌即売会

主催・問合せ先：
赤ブーブー通信社
Tel. 03-3225-8520 （平日11：00～19：00 ※水曜日は18：00まで）

5/5（火・祝）

10：30～15：00

パンフ又は入場券購入制（サークル無料）

5/13（水）～5/15（金）

10：00～18：00
（最終日 10：00～17：00）

5,000円
※招待券持参者無料

5/13（水）～5/15（金）

10：00～18：00
（最終日 10：00～17：00）

5,000円
※招待券持参者無料

5/19（火）～21（木）

10：00～17：00
（最終日 10：00～16：00）

HPによる登録または招待状持参者
※業界関係者ならびに開業予定者限定

5/19（火）～21（木）

10：00～17：00
（最終日 10：00～16：00）

HPによる登録または招待状持参者

5/24（日）

11：00～15：30

有料
（パンフレット参加者全員購入制）

5/24（日）

11：30～15：30

有料

5/27（水）～29（金）

27日 10：30～17：00
28日 10：00～17：00
29日 10：00～16：30

無料
（ＨＰまたは会場前での登録制）

［関西］高機能素材Week2020
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：［関西］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

高機能素材関連

* 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. 03-3349-8568

* 第3回 ［関西］高機能塗料展（コーティングアート大阪）
第4回［関西］農業Week
* 第4回 ［関西］次世代農業 EXPO
* 第4回 ［関西］農業資材 EXPO

農業関連総合展

主催：リード エグジビション ジャパン（株）
問合せ先：［関西］農業ワールド事務局
Tel. 03-3349-8511

* 第4回 ［関西］6次産業化 EXPO
［関西］ 外食ビジネスウィーク 2020
* 第13回 関西うどん・そば産業展

主催・問合せ先：

* 第13回 関西ラーメン産業展
* 第11回 関西居酒屋産業展

［関西］ 外食ビジネスウィーク実行委員会
外食専門展示会

* 第3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3回 関西飲食店繁盛支援展
* 第2回 関西フードデリバリー・テイクアウト展
オリーブオイル関西2020 / ワインコレクション関西2020

関西コミティア58

オリーブオイル・ワイン
専門見本市

同人誌即売会

主催・問合せ先：
一般財団法人大阪国際経済振興センター
Tel. 06-6612-8800
主催・問合せ先：
関西コミティア
E-mail：info@k-comitia.com

I･ Doll West vol.30 / HAND ART Marche west vol.11 /
大阪リトランド vol.2

JECA FAIR 2020 ～ 第68回電設工業展 ～

ドール関連即売会

主催：（株）ユウメディア
問合せ先：I・Doll事務局
Tel. 03-3843-1290（平日12：00～19：00）

電設資材等
展示会

主催：一般社団法人 日本電設工業協会
問合せ先：JECA FAIR 事務局
Tel. 03-5413-2163

コスモスクエアニュース
ATCイベントスケジュール(2020年4月～5月)
イベント名称

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

サウンドメッセ in 大阪 2020

日曜自然工作教室

日程

4/5(日)、4/19(日）
5/3(日)、5/17(日)

4/11(土）・12(日)

4/12(日)、4/26(日)
5/10(日)、5/24(日）

時間

13:30～15:30

11日/11:00～18:30
12日/10:00～17:30

13:30～15:30

INSECT DISCOVERY
～西日本最大級の昆虫イベント!!～

4/19(日)

11:00～16:00

ATCポップカルチャーアワー
supported by YES-fm「Oh!二度漬けラジオ」

4/19(日)

13:00～

トミカ博 in OSAKA

4/24(金)～27(月)
4/29(水･祝)～5/6(水･祝)
※4/28(火)は休み

10:00～16:30
(最終入場16:00)

場所

説明

おおさかＡＴＣグリーンエコプラザでいろいろ遊べる！
●エコワークショップ：エコ工作やゲームなど、いろいろ遊べる楽しい企画を同時開催
●クイズスタンプラリー：エコプラザ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！
おおさかATCグリーンエコプラザ内
※どなたで自由にご参加していただけます。
※景品、材料がなくなるなど、都合により各イベントが時間内に終了する場合もございます。ご了承くださいませ。
●参加無料

ATCホール

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：前売り：1,300円/ 当日：1,500円（*各プレイガイドにて発売予定）
・18才以下無料*要学生証または身分証明書
・65才以上1,000円（当日券のみ） *要年齢確認書類
・ハンディキャッパー1,000円（当日券のみ） *要障がい者手帳
・団体割引（10名以上） 1,000円/1名*要事前申込※消費税込

NPO法人シニア自然大学校は身近な自然を守り育てていこうと活動している団体です。
おおさかＡＴＣグリーンエコプラザでは、シニア自然大学校の工作名人の方々の指導による、自然素材を使った楽
しい工作教室を大好評により今年も開催！
おおさかATCグリーンエコプラザ内
●参加無料 ※材料や道具は全て会場にご用意しています。
※10名以上のグループ参加は事前にご予約ください。
※10歳未満のお子様は、保護者方とご参加ください。

ITM2F
ATCギャラリー

世界のクワガタ・カブトムシ大集合！昆虫専門店＆用品店がATCに一堂に集います。
【生体販売コーナー】昆虫生体の販売及び展示
【飼育用品コーナー】ブリーダーも納得のお買得商品を多数ご用意します
【お楽しみ抽選会】ご来場のお客様にホテル食事券や昆虫生体が当たる抽選会を行います
【アトラクションコーナー】昆虫くじ等々アトラクションをご用意します
●入場料：500円（小学生以下無料） ※お子様のみのご入場・ご購入はご遠慮願います。
●問：昆虫ショップ COLORS TEL:06-6781-6455

オズ北3F
ウミエールキューブ

FMラジオの公開収録の他、アイドルグループのトークやライブを中心に様々なゲストを招いて開催いたします。
●観覧無料

ATCホール

今年のトミカ博はトミカのカッコイイがいっぱい！
ダイナミックに動く「巨大トミカビル」やトミカが一斉に走りだす「サーキットスライダー」、みんなが夢中になれる「巨
大ジオラマ」など迫力満点！沢山のフォトスポットでここだけの楽しい思い出をつくっちゃおう！
好きなトミカを釣り上げる「トミカつり」やキミが選んだパーツを目の前で組立ててくれる「トミカ 組立工場」など大人
気のアトラクションやイベント記念商品の販売もお楽しみに！さぁ、キミだけのカッコイイトミカを見つけに行こう！
●入場料：中学生以上1,000円(前売り800円)、小学生以下800円（前売り600円） ※2歳以下無料
●問：トミカ博 in OSAKA事務局 TEL:06-6325-5777（受付時間 平日10：00～16：30/土日祝日は除く)

コスモスクエアニュース
ATCイベントスケジュール(2020年4月～5月)
イベント名称

日程

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(日)～6(水･休）

第15回大阪ベイエリア祭2020
Worldあぽろん

5/10(日)

ブルーオーシャンフェス Kansai 2020

イベントツールウエストジャパン2020

5/16(土)・17(日)

5/20(水)・21(木）

時間

10:00～16:30

10:30～18:30(予定)
雨天決行

10:00～18:00

10:00～17:00

場所

説明

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
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ホール

西日本のダイビング、マリン関連業界の活性化のきっかけ作りを目的として、国内外含めたダイビングショップ・ス
クール・現地サービス・ダイビング地観光協会・器材メーカー・ダイビング指導団体・旅行業界及び関連メディアな
ど、業界が一体になって開催する関西では最大級のビックイベントです。
最新器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）

ATCホール

西日本最大級、イベント・販促業界のためのビジネスショーとしてテレビ大阪とATCが主催する「イベントツールウエ
ストジャパン」。
販促ならお任せ！イベント企画・集客コンテンツ・販促のノウハウが満載。未来のビジネスパートナーが一堂に集
結いたします！
●入場無料 （招待制・事前登録制）

マタニティランド2020 with Baby＆Kids
プレママ・プレパパを応援！

5/23(土)･24日(日)

10:00～17:00

ATCホール

妊婦さんやそのご家族の情報交換の場としてSNSが力を発揮していますが、やはりリアルに触れることができる情
報に安心感があります。
2020年度の『マタニティランド』では、このリアルな情報を中心に、そこに妊婦さんとその家族に学びがあり、楽しみ
があり、そしてその先に豊かな暮らしを提案できるようなイベントを目指します。
●入場無料

ATC 似顔絵コーナー
チョパの似顔絵屋さん

毎週 土、日、祝日（予定）

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！

