
催   物   名   称 会  期 開 催 時 間 備 考

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

マイナビ　仕事研究＆インターンシップEXPO 大阪会場 12/4（日） 12：00～17：00 完全予約制

MICE EXPO in KANSAI 2022 12/7（水）～8（木） 10：00～17：00 事前登録制

メンテナンス・レジリエンスOSAKA2022
第3回 関西 猛暑対策展
第3回 関西 労働安全衛生展
第2回 関西 騒音・振動対策展
プラントショーOSAKA2022

12/7（水）～9（金） 10：00～17：00 事前登録制

あんさんぶスターース ！゙！DREAM LIVE ‐ 7th Tour ”Allied Worlds” ‐ 12/16（金）～18（日）

16（金）昼の部　11：30開場／12：30開演
　　　　 夜の部　17：00開場／18：00開演
17（土）昼の部　11：30開場／12：30開演
　　　　 夜の部　17：00開場／18：00開演
18（日）昼の部　 9：30開場／10：30開演
　　　　 夜の部　15：00開場／16：00開演

前売チケット：グッーなし一般 9,800円（税込）

FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2022 12/25（日）～28（水） 11：00 OPEN／12：00 START 電子チケットのみ（詳細は公式HP）
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COMIC CITY 大阪　123 1/8（日） 10：30～15：00 入場券購入制

マイナビ　仕事研究＆インターンシップEXPO 1/14（土） 12：00～17：00 完全予約制

こみっくトレジャー41 1/15（日） 11：00～15：00 ガイドブック購入制

第7回 Japan IT Week 関西
第7回 【関西】 組込み/エッジ コンピューティング展
第7回 【関西】 情報セキュリティ EXPO
第7回 【関西】 Web&デジタル マーケティング EXPO
第7回 【関西】 クラウド業務改革 EXPO
第7回 【関西】IoT＆5G ソリューション展
第6回 【関西】 次世代 EC&店舗EXPO
第6回 【関西】 AI・業務自動化展
第4回 【関西】ソフトウェア＆アプリ開発 展

1/18（水）～20（金） 10：00～17：00 5,000円（招待券をお持ちの方は無料）

第9回 医療・介護・薬局 Week [大阪]
第9回 病院 EXPO [大阪]
第9回 介護＆看護 EXPO [大阪]
第4回 クリニック EXPO [大阪]
第4回 次世代薬局 EXPO [大阪]
第3回 感染対策 EXPO [大阪]

1/18（水）～20（金） 10：00～17：00 5,000円（招待券をお持ちの方は無料）

FOOD STYLE Kansai 2023 1/25（水）～26（木） 10：00～17：00（最終日は16：00まで） 要事前登録

UMモールドフェア 1/26（木）～27（金） 10：00～17：00（最終日は9：30～17：00） 入場無料

※各イベントの掲載内容について、変更され゙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

アート ＆てづく り バザールVOL. 41 12/10( 土) ～11( 日)

10: 00～17: 00
( 最終入場は16: 30)

ウミ エールキュ ーブは11: 00
～

※分散来場にご協力
お願いいたし ます。

ATCホール　
＋　 ウミ エールキュ ーブ

見゙だけでも ワク ワク ずハンド メ イ ド のアク セサリ ーや雑貨、 スイ ーツ、 アート 作品を作家さ んから 直接買
え゙イ ベント です。
自分へのごほう び、 大切な人へのプレゼント …宝さ がし 気分でお楽し みく ださ い。
※再入場可。 ふたつの会場を行き 来し て1日中楽し も う ！
●当日券： 800円　 /　 前売券： 700円
　  時間指定前売券( 15: 00～17: 00)   500円
     ※時間指定前売券は当日券なし 　 　 ※小学生以下無料、 障害者割引なし
※新型コ ロナウイ ルス感染拡大防止に関ずお客様へのお願いがございます。 ご来場前に必ず公式サイ ト をご
確認下さ い。
●問： 06-6947-1912

日曜自然工作教室
12/11( 日)
1/8( 日) ・ 22( 日)

13: 30～15: 30
I TM11F 
おおさ かATC
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よ゙、 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 ゙こ 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 な゙場合があり ます。 予めご了承く ださ い。
●問： 06-6615-5888

ク イ ーラ リ ー
「 エコ プラ ザSDGs博士になろ う ！」

12/11( 日)
1/8( 日) ・ 22( 日)

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

エコ プラ ザ内にあ゙「 環境ク イ ー」 にチャ レンジし て正解ずと スタ ンプがも ら えます。
スタ ンプをたく さ ん集め゙と 「 エコ プラ ザSDGs博士」 に認定さ れます！
ク イ ーにたく 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

ATCポッ プカ ルチャ ーアワー 12/11( 日) 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

Si ng f or  t he Fut ur e 12/17( 土) 12: 00～（ 予定） 海辺のステージ

高校軽音楽部 東日本復興支援チャ リ ティ コ ンサート  i n ATC
音楽を通じ て東日本大震災への復興を応援ず、 関西の高校軽音楽部の部活動を中心と し たアマチュ アバンド
のチャ リ ティ ーラ イ ブ。
被災地の1日も 早い復興を願い、 関西の高校生たちが力強い歌声でエールを送り ます。
●観覧無料（ 募金活動は行います）

相愛大学コ ンサート 12/18( 日)
①13: 00～
②15: 00～

ATC館内
相愛大学音楽部によ゙室内音楽コ ンサート 。 大人から 子ども まで楽し め゙プログラ ムを演奏し ます。
●観覧無料

ATCイベントスケジュール(2022年12月～2023年1月)

コスモスクエアニュース
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ATC BAYSI DE 歌謡祭2022 12/25( 日) 13: 00～（ 予定） 海辺のステージ
様々なジャ ンルのゲスト によ゙音楽LI VEイ ベント 。  
●観覧無料

鉄道博　 2023
2023年
1/7( 土) ～9( 月･祝)

10: 00～17: 00
( 最終入場は16: 30) ATCギャ ラ リ ー

鉄道の模型に使用済み切符・ 写真、 鉄道関連グッ ーの払い下げ品等、 コ レク タ ー達のお宝アイ テムが売ら れ゙
フ リ ーマーケッ ト に加え、 シュ ミ レータ ー体験やプラ レール、 Ｈ Ｏ ゲージ・ Ｎ ゲージの走行体験や鉄道好き 著
名人のステージなど、 マニアから フ ァ ミ リ ーまで幅広い層に楽し んで頂げ鉄道イ ベント です。
●中学生以上　 当日券： 1000円　 /　 前売券： 800円
  小学生     当日券： 　 800円　 /　 前売券： 600円　 ※税込　 2歳以下無料
※新型コ ロナウイ ルス感染拡大防止に関ずお客様へのお願いがございます。 ご来場前に必ず公式サイ ト をご
確認下さ い。
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