
催   物   名   称 会  期 開 催 時 間 備 考

第25回 関西 ものづくり ワールド
第25回 関西 設計・製造ソリューション展 (DMS関西)
第25回 関西 機械要素技術展 (M-Tech関西)
第13回 関西 ヘルスケア・医療機器 開発展 （MEDIX関西）
第7回 関西 工場設備・備品展 （FacTex関西）
第5回 関西 ものづくりAI/IoT展 （AIoTex関西）
第4回 関西 次世代 3Dプリンタ展 （AM Japan関西）
第3回 関西 計測・検査・センサ展 （メジャーテック関西）
第1回 関西 製造業DX展（MDX関西）
第1回 関西 ものづくりODM/EMS展

10/5（水）～7（金） 10：00～17：00
有料5,000円
※招待券持参者無料

東方紅楼夢（第18回） 10/9（日） 10：30～15：00 有料

マイナビ　仕事研究＆インターンシップEXPO 大阪会場 10/10（月・祝） 12：00～17：00 完全予約制

大阪キャンピングカーフェア2022 ～秋の大商談会～ 10/15（土）～16（日） 10：00～17：00

《前売りWeb購入のみ》
● 一般（高校生以上）800円● 小人 500円
《当日現金購入》
● 一般（高校生以上）1,200円● 小人 800円
《当日Web購入》
● 一般（高校生以上）1,000円● 小人 600円
● ペットケア費 500円 (1頭)※2頭以上1,000円

2022秋　ミキハウスランド in 大阪 10/15（土）～16（日） 11：00～17：00（最終日は10：30～16：00） 入場無料（要会員登録）

ビューティワールド ジャパン 大阪 10/24（月）～26（水） 10：00～18：00（最終日は17：00まで） 事前来場登録制

OSAKA FES Oct.2022 10/30（日） 12：00～16：00 一般入場券購入制

ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- 3DCG LIVE ”HYPED-UP 02” 11/5(土)～6(日)
①12：00開場　13：00開演
②16：30開場　17：30開演

■SS席：￥12,000■S席：￥8,500■A席：￥7,000
※小学生以上は有料、未就学児は入場不可

マイナビ　仕事研究＆インターンシップEXPO　大阪会場 11/6(日) 12：00～17：00 完全予約制
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第2回 大阪・関西万博 開催支援EXPO 11/9(水)～10(木) 10：00～17：00 事前登録制

[ 関西 ] 住宅ビジネスフェア 2022／[ 関西 ] 非住宅 木造建築フェア 2022／
[ 関西 ] マンション総合EXPO 2022／[ 関西 ] 賃貸住宅・アパートEXPO 2022

11/9(水)～10(木) 10：00～17：00 事前登録制

建設技術展2022近畿 11/9(水)～10(木) 9：30～17：00（最終日は9：30～16：30） 入場無料

マタニティ＆ベビーフェスタ大阪 11/12(土)～13(日) 10：00～17：00 事前登録制

AVRIL LAVIGNE
Love Sux TOUR 2022 JAPAN

11/14(月) 19：00開演

ブロック指定　※未就学児入場不可
■GOLDスタンディング ¥18,000
■Sスタンディング ¥12,500
■Aスタンディング ¥9,500

【関西】スマートエネルギー Week 2022
第10回【関西】PV EXPO ～ 【関西】太陽光発電展
第9回【関西】二次電池展 ～ バッテリー大阪
第9回【関西】スマートグリッド EXPO
第7回【関西】バイオマス展
第2回 【関西】脱炭素経営 EXPO

11/16(水)～18(金) 10：00～17：00
有料5,000円
※招待券持参者無料

第7回 [関西] 総務・人事・経理 Week
第7回 ［関西］ オフィス防災 EXPO
第7回 ［関西］ 総務サービス EXPO
第7回 ［関西］ HR EXPO（人事労務・教育・採用）
第7回 ［関西］ 働き方改革 EXPO
第7回 ［関西］ 会計・財務 EXPO
第6回 ［関西］ 福利厚生 EXPO
第4回 ［関西］ 法務・知財 EXPO
第2回 ［関西］PR EXPO
'第1回 ［関西］ 健康経営 EXPO

11/16(水)～18(金) 10：00～17：00
有料5,000円
※招待券持参者無料
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第7回 CareTEX大阪’22
【大阪】介護用品展／【大阪】介護施設産業展／【大阪】介護施設ソリューション
展

11/30(水)～12/2(金) 9：30～17：00
要招待券
※招待券をお持ちでない場合は、
　入場料5,000円が必要

第2回 [次世代]介護テクノロジー展 Careテクノロジー[大阪]’22 11/30(水)～12/2(金) 9：30～17：00
要招待券
※招待券をお持ちでない場合は、
　入場料5,000円が必要

からだケアEXPO[大阪]’22 第2回 健康施術産業展 11/30(水)～12/2(金) 9：30～17：00
要招待券
※招待券をお持ちでない場合は、
　入場料5,000円が必要

国際アパレル機器＆繊維産業見本市（JIAM） 11/30(水)～12/3(土)  10:00-17:00（最終日のみ16:00まで） 事前登録制

※各イベントの掲載内容について、変更される場合もございますので、事前にホームページ等でご確認くだい。



イベント名称 日程 時間 場所 説明

日曜自然工作教室
10/9( 日) ・ 23( 日)
11/13( 日) ・ 27( 日)

13: 30～15: 30
I TM11F
おおさ かＡ Ｔ Ｃ グリ ーンエコ
プラ ザ

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 い工作教室です。
●参加費無料
・ 申込方法： オンラ イ ン予約のみ
・ 定員： 各回6～10組（ 家族・ グループ） 最大20人
・ 参加条件： 幼稚園児以上（ 歩き 回ら ず参加でき 、 マスク 着用でき るこ と ）
※12歳以下のお子様は、 保護者の方と 参加をお願いし ます。
※新型コ ロナウイ ルス感染症の感染拡大状況によっ ては中止と なる場合があり ます。 予めご了承く ださ い。
●問： 06-6615-5888

ク イ ズラ リ ー
「 エコ プラ ザSDGs博士になろ う ！」

10/9( 日) ・ 23( 日)
11/13( 日) ・ 27( 日)

11: 00～15: 00
I TM11F
おおさ かＡ Ｔ Ｃ グリ ーンエコ
プラ ザ

エコ プラ ザ内にある「 環境ク イ ズ」 にチャ レンジし て正解すると スタ ンプがも ら えます。
スタ ンプをたく さ ん集めると 「 エコ プラ ザSDGs博士」 に認定さ れます！
ク イ ズにたく さ ん答えて「 エコ プラ ザSDGs博士」 を目指そう ！
●事前申込不要
●参加無料　 　 ※小学生以下のお子さ まが対象です。
●問： 06-6615-5888

第31回 咲洲ダンスフ ェ ス’ 22
秋グラ ンプリ

予選： 10/10( 月･祝)
決勝： 11/6( 日)

13: 00～ 海辺のステージ

グラ ンプリ に向けて、 若き ダンサー達が熱き 戦いを繰り 広げます。 3分間に込めた渾身の演技を、 生で体感し て
く ださ い！
●観覧無料
●問： 咲洲ダンスフ ェ ス実行委員会事務局　 06-6318-1117

戦姫絶唱シンフ ォ ギア10周年記念展
「 繋ぐ 手と 手」

10/21( 金) ～10/30( 日)
【 平日】 12: 00～19: 00
【 土日祝】 9: 00～19: 00

I TM2F
ATC Gal l er y

今回初公開と なるアニメ 原画や、 ラ イ ブイ ベント でキャ スト が着用し たステージ衣装の実物展示など、 「 繋ぐ
手と 手」 をテーマにシンフ ォ ギア10年の歴史を振り 返り 、 その魅力をさ ら に未来へと 繋いでいく ための貴重な
資料を一挙公開し ます。
アニメ ーショ ンと 音楽の融合を目指し てチャ レンジを続けてき たシンフ ォ ギアの歴史を体感し 、 その魅力を存
分に堪能し てく ださ い！
●チケッ ト 情報はイ ベント 特設HPをご確認く ださ い。 　 ht t ps: //symphogear -exhi bi t i on. com/

ATCポッ プカ ルチャ ーアワー 10/22( 土） 13: 00～ 海辺のステージ
幅広い様々なジャ ンルのゲスト が毎回登場し バラ エティ ーコ ーナーを繰り 広げます。
●観覧無料

DRADI TI ON
藤波辰爾デビュ ー50周年記念ツアー
『 THE NEVER GI VE UP TOUR　 PHASE-2』

10/30( 日) 14: 00～( 予定) ATCホール

越中詩郎、 永田裕志組と の豪華ト リ オを結成し 、 長井満也、 MAZADA、 KENSOのく せ者ト リ オと 対戦！
そし て、 なんと こ の一戦を裁く 「 スペシャ ルレフ ェ リ ー」 は新日本プロレス獣神サンダー・ ラ イ ガー！
藤波辰爾のデビュ ー50周年記念試合を「 世界の獣神」 が裁く ！
●最前列　 15, 000円（ 特典＆パンフ レッ ト 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
●問： ( 株) シーホースコ ーポレーショ ン　 03-3402-2473
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第10回咲洲こ ども EXPO
Thi nk SDGｓ  笑顔が繋がる、 未来をつく る

11/5( 土) ・ 6( 日) 10: 00～17: 00

ATC

さ き し まコ スモタ ワー
1Fフ ェ スパ

ATCと さ き し まコ スモタ ワーに親子で遊んで学べるイ ベント が大集合！
・ ロボッ ト スト リ ート 　 　 ・ スタ ンプラ リ ー抽選会　 　 ・ 絵本展Dan Dan　 　 ・ 咲洲ダンスフ ェ ス　 　 ほかイ ベ
ント 盛り だく さ ん！
※一部有料または事前予約が必要なイ ベント がございます。

西日本最大級の昆虫イ ベント
I NSECT DI SCOVERY 2022

11/6( 日) 11: 00～16: 00 ATC特設会場

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
●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
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