
催   物   名   称 展示の内容 主   催   者 会  期 開 催 時 間 備 考

 主催：（株）ドワンゴ

 問合せ先：お問合せフォーム 10：00～18：00

https://app.nhn-playart.com/compass/support/index.nhn

 主催：（一社）日本教育情報化振興会・（一財）大阪国際経済振興センター

　　　　テレビ大阪（株）・（株）テレビ大阪エクスプロ

問合せ先：関西教育ICT展事務局/（株）テレビ大阪エクスプロ内

Tel. 06-6944-9918

主催：公益財団法人日本下水道協会

問合せ先：下水道展’２１大阪　事務局

Tel. 03-6808-9380

 主催・問合せ先：赤ブーブー通信社

Tel. 03-3225-8520（月-金 11：00～19：00　※水曜日18：00まで）

主催：JP産業展協会

問合せ先：JP産業展協会事務局

Tel. 06-6311-0281

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

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

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 無 料

主催：看護未来展実行委員会 ※事前登録または当日登録が必要

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

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

主催：防犯防災総合展実行委員会・（一財）大阪国際経済振興センター・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

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

関西ロボットワールド2021 主催：関西ロボットワールド実行委員会

 第5回 サービスロボット展 （（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）

 第4回 産業用ロボット展 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）

 第2回 次世代モビリティ展 Tel. 03-5489-7405

 無料（登録制）

建築材料・住宅設備総合展 KENTEN 2021 建材関連総合展  10：00～17：00  無料（登録制）

 ロボット開発技術
展示会

8/26（木）～27（金）  10：00～17：00  招待状持参者・登録者

インテックス大阪 2021年8月～9月分予定表

下水道展’２１大阪
下水道分野の最新技

術・機器等
8/17（火）～20（金）

10：00～17：00
（最終日は16：00まで）

無 料
（入場登録制 ：当日会場での登録またはWeb事前登録）

超SUPER COMIC CITY 2021 同人誌即売会 8/22（日） 12：00～16：00 パンフ又は入場券購入制

 ＃コンパスフェス街キャラバン2021 スマホゲームイベント 8/1（日） 事前登録制

 第６回　関西教育ＩＣＴ展 教育ICT総合展 8/5（木）～6（金） 10：00～17：00
無 料

（入場登録制 ：当日会場での登録またはWeb事前登録）

8/26（木）～27（金）
10：00～17：00

（最終日 9：30～16：00）
事前登録制

 バリアフリー 2021
 （第27回 高齢者・障がい者の快適な生活を提案する総合福祉展）

福祉機器等

8/25（水）～27（金） 10：00～17：00

 慢性期医療展 2021
 （第11回 超高齢社会を支える慢性期医療の専門展）

　医療・介護・福祉
　関係者向け展示会

 看護未来展 2021
 （第6回 看護サービスの新しいステージを目指す専門展）

看護専門展示会

 在宅医療展 2021
 （第4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

 JP2021・印刷DX展 印刷関係

 防犯防災総合展2021  防犯・防災展示会

 8/26（木）～27（金）

 10：00～17：00

コスモスクエアニュース
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主催：（株）Plus Colors

問合せ先：I・Doll実行委員会

Tel. 03-5816-1061（12：00～19：00　※不定休）

主催：（一社）日本外食品流通協会

問合せ先：（一社）日本外食品流通協会 近畿支部事務局

Tel. 078-995-1388

主催・問合せ先：（株）日本食糧新聞社 関西支社

Tel. 06-6314-4181

主催：大阪管工機材商業協同組合

 問合せ先：第20回 管工機材・設備総合展 OSAKA 実行委員会

Tel. 06-6531-6385

主催・問合せ先：

　（株）メディカル・プリンシプル社

Tel. 03-4565-6101

 主催：（有）ケイ・コーポレーション

問合せ先：青ブーブー通信社

Tel. 03-3225-8102（平日11：00～18：00）

主催：クリーンビジネスフォーラム実行委員会

問合せ先：国際ランドリーEXPO事務局（（株）ジェイシーレゾナンス内）

Tel. 03-5565-4285

主催：クリーンビジネスフォーラム実行委員会

問合せ先：クリーンビジネスフォーラム事務局（（株）ジェイシーレゾナンス内）

Tel. 03-5565-4285

主催：Pet博実行委員会/テレビ大阪

問合せ先：Pet博実行委員会

Tel. 06-6947-1912

主催：（一社）日本RV協会

第5回 ［関西］ ジャパンビルド～建築の先端技術展～

 　* 第5回 ［関西］ 建材・住設 EXPO

 　* 第5回 ［関西］ スマートビルディング EXPO 主催・問合せ先：リード エグジビション ジャパン（株）

 　* 第4回 ［関西］ スマートハウス EXPO

 　* 第4回 ［関西］ 施設リノベーション EXPO

 　* 第2回 ［関西］ 不動産テック expo

 　* 第1回 ［関西］ 建設DX展 Tel. 03-3349-0596

フードストアソリューションズフェア2021 食品関連  9/8（水）～9（木）
 10：00～17：00

（最終日は16：30まで）
 未定

第20回 管工機材・設備総合展 OSAKA 2021
配管資材・
設備機器等

 I･ Doll West vol.34
 ドール・フィギュア・ハ
ンドメイド関連　展示即

売会
 9/5（日）  11：30～15：30  有料

第71回　外食産業フェア  業務用食品  9/8（水）～9（木）
 10：30～17：00

（最終日は16：30まで）
 入場料　1,500円（出展者のみ300円）　いずれも消費税

込み

 9/9（木）～11（土）
 10：00～17：00

（最終日は16：00まで）
 入場無料

 民間医局レジナビフェア2021 大阪　～臨床研修プログラム～
医学生向け

病院合同説明会
 9/12（日）  11：00～17：00

無 料
※公式HPによる登録制

第6回 国際コインランドリーEXPO2021
コインランドリー
ビジネス関連

 9/15（水）～16（木）
10：00～17：00

（最終日 10：00～16：00）
1,000円／高校生以上

※招待券持参者・事前登録者無料

第5回 クリーンビジネスフォーラム2021 クリーンビジネス関連

 Comic Treasure 38 同人誌即売会  9/12（日）  11：00～15：00  一般ガイドブック購入制

大阪キャンピングカーフェア 2021 キャンピングカー  9/25（土）～26（日）  未定 未定

Pet博2021 大阪 動物イベント  9/18（土）～20（月・祝）  10：00～17：00
【大人（中学生以上）】 1,400円 （前売 1,200円）
【子供（4歳～小学生）】 800円 （前売 600円）

建築関連総合展 9/29（水）～10/1（金） 10：00～17：00
5,000円

※招待券持参者無料
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第2回 ライフスタイルWeek［関西］

 　* 第2回 国際 雑貨EXPO ［関西］ 主催：リード エグジビション ジャパン（株）

 　* 第2回 国際 ファッション雑貨EXPO ［関西］ 問合せ先：ライフスタイルWeek事務局

 　* 第2回 国際 ヘルス＆ビューティグッズEXPO ［関西］

 　* 第2回 国際 インテリア雑貨EXPO ［関西］

 　* 第2回 国際 文具・紙製品展 ［関西］ 通称：ISOT [関西] Tel. 03-3349-8505

 　* 第1回 国際 サステナブル グッズＥＸＰＯ ［関西］

 　* 第1回 国際 ベビー＆キッズEXPO ［関西］

 　* 第1回 国際 テーブル＆キッチンウェアEXPO ［関西］

第2回 JapanマーケティングWeek ［関西］

 　* 第2回 ［関西］ 販促 EXPO

 　* 第2回 ［関西］ 看板・ディスプレイ EXPO 主催：リード エグジビション ジャパン（株）

 　* 第2回 ［関西］ 営業支援 EXPO 問合せ先：JapanマーケティングWeek事務局

 　* 第2回 ［関西］ リアル広告 EXPO

 　* 第2回 ［関西］ Web・SNS活用 EXPO

 　* 第2回 ［関西］ 店舗運営 EXPO Tel. 03-3349-0597

 　* 第1回 ［関西］ 海外プロモーションEXPO

 COSME Week 大阪 主催・問合せ先：リード エグジビション ジャパン（株）

 　*第2回 化粧品 開発展 ［大阪］ -COSME  Tech 2021 [OSAKA]-

 　*第2回 国際 化粧品展 ［大阪］ -COSME OSAKA 2021- Tel. 03-3349-8587

販促・マーケティング関
連総合展

9/29（水）～10/1（金） 10：00～17：00
5,000円

※招待券持参者無料

化粧品関連 9/29（水）～10/1（金） 10：00～17：00
5,000円

※招待券持参者無料

ライフスタイル
関連総合展

9/29（水）～10/1（金） 10：00～17：00
5,000円

※招待券持参者無料
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トロピカル～ジュ！プリキュア
トキメク思い出メイクツアー

8/1(日）まで
10:00～16:30

（最終入場は16時まで）
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！
●【プリキュアミニステージ】キュアサマーがミニステージに登場！オープニングやエンディングのダンスを
踊ってくれるよ！
　　※開催時間（予定）10:15 / 11:15 / 12:15 / 13:30 / 14:30 / 15:30
●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影響等、諸事情により本催事の内容及び概要が一部変更または中止になる場合が
ございます。
  最新の情報は、公式HPまたはTwitterをご確認ください。

特別展　ミイラ
「永遠の命」を求めて

7/10(土)～9/26(日)
※会期中無休

10:00～18:00
（最終入場 17:30）

ITM棟2F
ATC Garelly

世界中から42体のミイラが集結！これまで60万人以上が感動した生命の神秘！2021年夏、いよいよ最終会場の大
阪へ!!
●［大人］平日：1,700円／土日祝：1,900円
　［小・中・高］平日：800円／土日祝：1,000円
※未就学児入場無料
※心身に障がいのある方の介助者は１人まで無料（ご本人は有料。要証明）
※新型コロナウイルス感染症拡大状況や政府および自治体の方針により実施内容を変更する場合があります。

ティラノサウルス展
 ～T.rex 驚異の肉食恐竜～

7/17(土)～9/5(日)
※会期中無休

9:30～16:30
(最終入場は16:00まで)

ATCホール

ティラノサウルスの全身復元骨格5体が集結！
映画などに度々登場し、最も人気のある肉食恐竜であるティラノサウルスを、あらゆる角度から分析します。
5体の全身復元骨格を展示するほか、トリケラトプスなど共に戦いを繰り広げていた恐竜のロボットなども発
表。なかでも
獲物のエドモントサウルスに襲いかかる様子を再現したティラノサウルス（愛称：アイヴァン）は日本初公開の
標本です。
●入場料：高校生以上/1,800円(団体/1,600円)　　3歳～中学生/900円(団体/700円)
　※2歳以下無料　※団体は20名以上。
　※心身に障がいのある方の介助者は1名まで無料（ご本人は有料。要証明）
●問：ティラノサウルス展事務局　TEL:06-6615-5556　　受付時間：平日10:00～16:30（土日祝日は除く）
※新型コロナウイルス等の影響により、開催日程が変更になる場合があります。

ATC夏休みふれあい昆虫展 8/7(土)～8/29(日) 10:00～17:00
オズ棟北館3F
ATCウミエールキューブ

カブトムシと遊ぼう！会場内の特設ドームの中はカブトムシでいっぱい！さわったり、つかまえたり、みんなで
楽しく遊ぼう！
●世界の珍しいカブトムシ・クワガタムシの生体展示コーナー
●世界の昆虫標本の展示コーナー
●大型昆虫と写真撮影会（毎日15:00～　30名様限定）
●カブトムシ・クワガタムシの生体販売
●入場料：中学生以上/900円　　4歳以上/500円

ATCシーサイド
ハワイアンフェスティバル2021

8/8（日) 11:00～18:00 メインゲート

ヤシの木が並ぶ南国ムードあふれる海辺のATCで開催するハワイアン、タヒチアンダンスを楽しめるステージ
ショーです。
やわらかい潮風にあたりながらのんびりと夏を満喫しよう！
●観覧無料

相愛大学音楽学部
ATCコンサート

8/8(日)
13:00～13:30
15:00～15:30

ITM棟2F
セントラルアトリウム

相愛大学大学院音楽研究科のピアノトリオによるコンサートです。
・愛の挨拶　　・花のワルツ（くるみ割り人形）　　・世界の約束（ハウルの動く城）他
●観覧無料

ATCイベントスケジュール(2021年8月～9月)

コスモスクエアニュースコスモスクエアニュース
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アート＆てづくりバザールVOL.37 9/18(土)～20(月･祝)

10:00～17:00
(最終入場は16:30)
※分散来場にご協力
お願いいたします。

ATCホール

数多くのハンドメイド作家・アーティスト作品が一堂に！
日本全国から厳選されたクリエイターが参加し、様々なジャンルのクオリティ高いオリジナル作品を展示・販売
します。
クリエイター本人と直接話をして作品を買うことができるのも、このイベントの魅力のひとつです。
●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
●「大阪コロナ追跡システム」をご利用ください。

INSECT DISCOVERY
～西日本最大級の昆虫イベント!!～

9/19(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
●今後の開催日：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


