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

第2回 ライフスタイルWeek［関西］

 　* 第2回 国際 雑貨EXPO ［関西］

 　* 第2回 国際 ファッション雑貨EXPO ［関西］

 　* 第2回 国際 ヘルス＆ビューティグッズEXPO ［関西］ 主催・問合せ先：RX Japan（株）

 　* 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］

 COSME Week 大阪 主催・問合せ先：RX Japan（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

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：RX Japan（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 Tel. 03-3349-0596

 　* 第2回 ［関西］ 不動産テック expo

 　* 第1回 ［関西］ 建設DX展

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

 　* 第2回 ［関西］ 営業支援 EXPO 主催・問合せ先：RX Japan（株）

 　* 第2回 ［関西］ リアル広告 EXPO

 　* 第2回 ［関西］ Web・SNS活用 EXPO Tel. 03-3349-0597

   * 第2回 ［関西］ 店舗運営 EXPO

   * 第1回 ［関西］ 海外プロモーションEXPO

 　* 第1回 ［関西］ CX・顧客育成EXPO

主催・問合せ先：RX Japan（株）

Tel. 03-3349-8518

第24回 関西 ものづくり ワールド

 　* 第24回 関西 設計・製造ソリューション展 (DMS関西)

 　* 第24回 関西 機械要素技術展 (M-Tech関西) 主催・問合せ先：RX Japan（株）

 　* 第12回 関西 ヘルスケア・医療機器 開発展 （MEDIX関西）

 　* 第6回 関西 工場設備・備品展 （FacTex関西）

 　* 第4回 関西 ものづくりAI/IoT展 （AIoTex関西） Tel. 03-3349-8506

 　* 第3回 関西 次世代 3Dプリンタ展 （AM Japan関西）

 　* 第2回 関西 計測・検査・センサ展 （メジャーテック関西）

製造業関連
総合展示会

10/6（水）～8（金） 10：00～17：00
5,000円

※招待券持参者無料

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

 第2回 資産運用EXPO ［関西］ 資産運用関連
１：10/1（金）～3（日）

２：10/2（土）
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

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

インテックス大阪 2021年10月～11月分予定表

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

コスモスクエアニュース
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主催：日本食糧新聞社

　問合せ先：FABEX関西事務局

Tel. 03-3537-1077

主催：（一社）日本粉体工業技術協会

問合せ先：展示会事務局（（株）シー・エヌ・ティー）

Tel. 03-5297-8855

主催：メッセフランクフルト ジャパン（株）

問合せ先：ビューティワールド ジャパン事務局

E-mail:info@beautyworldjapan.com

【ライブ】22（金）開演18:00

主催：東京メトロポリタンテレビジョン（株）、クリプトン・フューチャー・メディア（株） 23（土）・24（日）開演13:00/開演17:30

問合せ先：（株）夢番地

【企画展】22（金）12:00～18:30

Tel. 06-6341-3525 23（土）9:00～18:30

24（日）9:00～18:00

主催：ブティックス（株）

問合せ先：からだケアEXPO事務局

Tel. 03-6303-9801

 CareTEX大阪2021 主催：ブティックス（株）
 　* 第5回［大阪］介護用品展 問合せ先：CareTEX事務局

 　* 第5回［大阪］介護施設産業展 Tel. 03-6303-9801

 　* 第5回［大阪］介護施設ソリューション展

主催：ブティックス（株）

問合せ先：CareTEX事務局

Tel. 03-6303-9801

主催：日刊建設工業新聞社・（一社）近畿建設協会

問合せ先：建設技術展近畿事務局

Tel. 06-6941-5988

 建設技術展2021近畿  建設技術 10/27（水）～28（木）
9：00～17：00

（最終日 9：00～16：30）
入場無料

初音ミク「マジカルミライ 2021」 in OSAKA
コンサート・
企画展示

10/22（金）～24（日）

【ライブ】
SS席 税込9,200円　S席 税込8,200円　A席 税込7,200円

マジカル観覧シート/1席 税込7,200円
U-18席 税込3,900円

【企画展】
500円

 第1回健康施術産業展【大阪】-からだケアEXPO大阪'21
 施術所（接骨院・鍼灸

院・整体等）
支援サービス

 10/27（水）～29（金）  9：30～17：00  事前登録制介護関係

 第1回 次世代介護テクノロジー展　-Careテクノロジー大阪-
 介護関係

最先端テクノロジー

1,000円　※招待券持参者は無料

ビューティーワールド ジャパン ウエスト 美容関連 10/18（月）～20（水）
10：00～18：00

（最終日 10：00～17：00）
業界関係者でWeb来場事前登録者は無料

輸入食品専門

 国際粉体工業展大阪2021  粉体機器・装置 10/13（水）～15（金）
10：00～17：00

（最終日 10：00～16：30）

 第9回 ファベックス関西 2021 業務用食材・機器等

 10/13（水）～15（金） 10：00～17：00
 業界関係者のみ入場可、

招待状持参・事前来場登録は無料

 第9回 関西デザート・スイーツ&ベーカリー展
和洋菓子
ベーカリー

 第4回 カフェ&ドリンクショー関西 2021 カフェ業界専門

 第5回 地域食品ブランドフェア 地域食品専門

 第1回 大阪グローバルフードショー



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

インテックス大阪 2021年10月～11月分予定表

コスモスクエアニュース

 主催：日本経済新聞社

問合せ先：ハローダイヤル

  Tel. 050-5542-8600 （全日9：00～20：00）

 主催：日本経済新聞社

問合せ先：ハローダイヤル

  Tel. 050-5542-8600 （全日9：00～20：00）

主催：三起商行（株）

問合せ先：ミキハウスランド・ファミリーセール運営事務局

Tel. 072-991-5863

 主催・問合せ先： 

 　赤ブーブー通信社 

  Tel. 03-3225-8520 （平日11：00～18：00）

OSAKA FES Oct.2021 同人誌販売会 10/31（日）  10：30～15：00 入場券購入制（サークル無料）

ミキハウスランド in 大阪 即売会 10/30（土）～31（日）
11：00～17：00

（最終日 10：30～16：00）
登録制

リテールテックOSAKA 2021
流通情報システム

総合展

 10/28（木）～29（金）  10：00～17：00
 無 料

(事前登録制)

フランチャイズ・ショー大阪 2021 フランチャイズ展示会



イベント名称 日程 時間 場所 説明

BTS JAPAN EXHI BI TI ON -THE BEST- 9/5( 日)  ～ 10/31( 日)

第1回　 09： 30～10： 30
第2回　 10： 45～11： 45
第3回　 12： 00～13： 00
第4回　 13： 15～14： 15
第5回　 14： 30～15： 30
第6回　 15： 45～16： 45
第7回　 17： 00～18： 00
第8回　 18： 15～19： 15

I TM棟 2F 特設会場

●入場チケッ ト 料金： ￥2, 200( 税込) 　 ※3歳以上同料金。 3歳未満は入場不可。
●問： BTS JAPAN OFFI CI AL SHOP　 　 電話： 050-3205-0900　 　 メ ール： suppor t@bt sof f i ci al shop. j p
　 営業時間 10: 00～17: 00 ( 土日祝日を除く ) 　 　 ※会場へのお問い合わせはご遠慮く ださ い。
●チケッ ト に関するお問い合わせ
　 チケッ ト ボード  イ ンフ ォ メ ーショ ンセンタ ー
            電話： 0570-006-506　 　 ※ PHS、 I P電話の方は、 03-6630-0667
　 受付： 12: 00～18: 00　 　 休業： 日･月･祝日
　 ※展示会内容・ 当選・ 落選に関するお問い合わせはご遠慮く ださ い

スト ラ イ ダーエンジョ イ カ ッ プ
大阪南港ハロウィ ンステージ

10/23( 土) ・ 24( 日) 8: 45～17: 00( 予定) ピロティ 広場

足で地面を蹴っ て進む全く 新し いコ ンセプト のラ ンニングバイ ク 「 スト ラ イ ダー」 。
そんなスト ラ イ ダーを使っ た、 はじ めてのレースが楽し めるのが「 スト ラ イ ダーエンジョ イ カ ッ プ」 です。
乗り 始めの2才のお子さ まから 気軽にご参加いただけます。
●エント リ ー料金： 3, 000円( よちよちの部は1, 500円)  　 ※スト ラ イ ダー乗車時ヘルメ ッ ト は着用必須です。
　 ※雨天決行と し ますが、 荒天の場合は中止と なる場合も ございます。
●問： スト ラ イ ダーエンジョ イ カ ッ プ事務局TEL: 03-6435-4374　 〔 祝日を除く 月～金・ 10: 00～17: 00〕

ATCポッ プカ ルチャ ーアワー 10/23( 土) ・ 11/6( 土) 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

咲洲こ ども EXPO 2021
-Thi nk SDGs 笑顔がつながる　 未来をつく る-

11/13( 土) ・ 14( 日) 10: 00～17: 00

ATC

さ き し まコ スモタ ワー
1Fフ ェ スパ

SDGｓ をわかり やすく 伝えるため、 未来に役立つこ と をテーマに、 普段の学校生活で体験し づら い企画を集めて
開催いたし ます。

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

11/14( 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

ATCイベントスケジュール(2021年10月～11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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