コスモスクエアニュース
インテックス大阪 2021年5月～6月分予定表
催 物 名 称

FOOD STYLE Kansai 2021

オリーブオイル関西2021 / ワインコレクション関西2021

JECA FAIR 2021 ～第69回電設工業展～

展示の内容

主 催 者

会 期

開催時間

フードビジネス
商談展示会

主催：FOOD STYLE実行委員会
問合せ先：（株）イノベント
Tel. 03-6812-9423 ※受付時間 10：00～17：00（土日祝日除く）

5/25（火）～27（木）

10：00～17：00（予定）
最終日は16：00まで

入場料 5,000円（税込）
※業界関係者ならびに開業予定者のみ入場可。
招待状持参・事前来場登録者は無料。

主催：一般財団法人大阪国際経済振興センター
オリーブオイル／ワイン 問合せ先：オリーブオイル関西/ワインコレクション関西事務局
商談展示会
Tel. 06-6612-8880 ※受付時間 10：00～17：00（土日祝日除く）

5/25（火）～27（木）

10：00～17：00（予定）
最終日は16：00まで

無料・招待者登録制
（業界関係者ならびに開業予定者限定）

5/26（水）～28（金）

26日(水) 10:30〜17:00
27日(木) 10:00～17:00
28日(金) 10:00～16:30

電気設備総合展示会

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

備

考

JP2021 印刷DX展

印刷関連

主催：JP産業展協会
問合せ先：JP産業展協会事務局（印刷タイムス（株）内）
Tel. 06-6311-0281

6/3（木）～4（金）

10：00～17：00
（最終日は9：30～16：00）

無料（登録制）

リクナビ仕事万博2023

就活関連

主催・問合せ先：
（株）リクルートホールディングス
リクナビ2023 https：//job.rikunabi.com/2023/

6/6（日）

10：00～17：00

事前予約制

防犯防災総合展2021

防犯・防災展示会

主催：防犯防災総合展実行委員会・テレビ大阪
問合せ先：防犯防災総合展事務局（(株)テレビ大阪エクスプロ）
Tel. 06-6944-9915

6/10（木）～11（金）

10：00～17：00

無料（登録制）

建築材料・住宅設備総合展2021

建材関連総合展

主催：（一社）日本建築材料協会・日本経済新聞社・テレビ大阪
問合せ先：建築材料・住宅設備総合展 KENTE事務局
Tel. 06-6944-9916

6/10（木）～11（金）

10：00～17：00

無料（登録制）

6/10（木）～11（金）

10：00～17：00

無料（登録制）

6/10（木）～11（金）

10：00～17：00

無料

関西ロボットワールド2021
第5回 サービスロボット展
第4回 産業用ロボット展

主催：関西ロボットワールド実行委員会
ロボット開発技術
展示会

（（一財）大阪国際経済振興センター、（株）エグジビションオーガナイザーズ）

問合せ先：ロボットワールド事務局（（株）エグジビションオーガナイザーズ内）

Tel. 03-5489-7405

第2回 次世代モビリティ展
リテールテックOSAKA 2021

マイナビ 仕事研究&インターンシップEXPO

第2回 関西物流展

第1回 電子化・オンライン化 支援EXPO
第1回 テレワーク・在宅勤務 支援EXPO
第1回 ニューノーマル オフィスEXPO

主催：日本経済新聞社、日経BP、テレビ大阪

流通情報システム
総合展

問合せ先：日本経済新聞社 イベント・企画ユニット 事業部「リテールテック」担当

就活関連

主催：（株）マイナビ
問合せ先：マイナビ就職イベント 大阪運営事務局
E-mail：semi-osk@mynavi.jp

6/13（日）

【完全予約制・2部制】
1部 11：00～14：00／2部 14：00～17：00

無料
※公式ＨＰによる事前登録制

運輸・倉庫・流通関連

主催：関西物流展 実行委員会
問合せ先：関西物流展 事務局
Tel. 0120-900-886（平日/10：00～18：00）

6/16（水）～18（金）

10：00～17：00
（最終日 10：00～16：00）

事前登録制

電子化/オンライン化支
援 関連

主催・問合せ先：電子化・オンライン化 支援EXPO／テレワーク・
在宅勤務 支援EXPO／ニューノーマル オフィスEXPO 実行委員会
Tel. 03-6812-9422（平日10：00～17：30）

6/23（水）～24（木）

未定

事前登録制

Tel. 03-6256-7355

コスモスクエアニュース
インテックス大阪 2021年5月～6月分予定表
催 物 名 称

第9回 ［関西］高機能素材Week

展示の内容

主 催 者

素材関連総合展

主催：リード エグジビション ジャパン（株）
問合せ先：高機能素材Week 事務局

教育関連総合展

主催：リード エグジビション ジャパン（株）
問合せ先：教育総合展（EDIX）関西 事務局

会 期

開催時間

6/23（水）～25（金）

10：00～17：00

要招待券
（招待券をお持ちでない場合、
入場料5,000円／人がかかります）

6/23（水）～25（金）

10：00～17：00

要招待券
（招待券をお持ちでない場合、
入場料5,000円／人がかかります）

6/27（日）

12：00～16：00

Tel. 03-3349-8568
第4回 教育 総合展（EDIX）関西

Tel. 03-3349-8749
JUNE BRIDE FES．2021

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11：00～18：00）

備

考

入場券購入制

コスモスクエアニュース
ATCイベントスケジュール(2021年5月～6月)
イベント名称

日程

5/1～7/25
トロピカル～ジュ！プリキュア トキメク思い出メ
期間中の土・日・祝・休日
イクツアー
開催

時間

10:00～16:30
（最終入場は16時まで）

場所

説明

ITM棟2F
特設会場

トロピカル～ジュ！プリキュアの世界にレッツゴー！
みんなで一緒に楽しい思い出を作っちゃおう！
●中学生以上 1,200円 3歳～小学生1,000円(税込)
※2歳以下無料 ※シルバー、障がい者などの割引はありません
※ATC駐車サービスなどはありません。
※新型コロナウイルス感染症の状況によって開催概要や催事内容に変更が生じる場合があります。

ATCハワイアンフェスティバル

5/2(日)・3(月･祝)

11:00～（予定)

海辺のステージ

ヤシの木が海辺に並ぶシーサイドに吹く心地よい風を感じながら、楽園・ハワイの文化「フラ」をお楽しみください。
●観覧無料

イベントツール ウエストジャパン2021

5/19(水)・20(木)

10:00～17:00

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
最新の販促ツールをはじめ、効果的な集客のためのノウハウやコンテンツが大集合！
●入場無料 ※事前登録制

THE BEATLES STREET Vol.14

5/22(土)・23(日)

ウミエール広場
※雨天時メインゲート

～すべての人に、ビートルズの素晴らしい音楽を～
ビートルズを愛する実力派のトレビュートバンドが結集。
みんなが知ってるビートルズナンバーの生ライブをお楽しみください。
●観覧無料

ATC特設会場

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
※「先着100名様お楽しみプレゼント」・「お楽しみ抽選会」はコロナ禍の影響により実施しない可能性がございま
す。
●今後の開催日：7/18(日)・9/19(日)・11/14(日)
●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

海辺のステージ

高校生までの2名以上で構成されたダンスチームがグランプリを目指す、関西屈指のダンスコンテストです。
詳しくは、ATC公式WEBサイトをチェック!!
●観覧無料

ITM棟3F
オープンテクノロジーセンター
Robo&Peace
E-5、C-6、E-3B

キッズテックエキスポは、子どもたちがこれからの時代に必要なスキルを身につけ、テクノロジーを知り、使いこな
すための学びと体験をする場です。
ワークショップという遊びながら学ぶ体験を通じて、新しくできたことや新しく知った知識が子ども達の自信につなが
ると考えています。今回は7種類のワークショップを体験。
①見 る：ホンモノの産業ロボットを見る。
②体験する：ロボットを体験する。
③考える：どう出来上がるか考える。
④作 る：キットを使ってロボットを作る。
⑤組 む：プログラミングを組む。
⑥動かす：プログラミングでロボットを動かす。
⑦聴 く：ロボットとは？何？を聴く。
●ワークショップは完全予約制です。※未就学児～小学生とそのご家族が対象
●新型コロナ感染拡大防止にご協力をお願いします。

INSECT DISCOVERY
～西日本最大級の昆虫イベント!!～

5/23(日)

第30回 咲洲南港ダンスフェス'21
春グランプリ

予選：5/30(日)
決勝： 6/6(日)

Kids tech EXPO(キッズテックエキスポ)

6/5(土)・6(日)

11:00～16:00

13:00～

10:00～17:00

