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業界研究EXPO　大阪会場 就活準備イベント
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

2/1（火）～2（水） 11：00～17：00 完全予約制

マイナビ就職EXPO 大阪会場 合同企業説明会
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

3/1（火）～2（水） 11：00～17：30 完全予約制

リクナビ　企業＆仕事万博 合同企業説明会

主催：(株)リクルート
問合せ先：リクナビ学生お問合せ窓口
Tel. 0120-713-658
（10時～18時、土日祝・GW・年末年始除く）

3/4（金）～5（土） 10：00～17：00 完全予約制

有料5,000円（招待券持参者無料） フードテックジャパン【大阪】
食品工場・飲食店

DX・自動化
主催・問合せ先：RX Japan(株)
（tel.03-3349-8509）

3/9（水）～11（金） 10：00～17：00

詳細未定

 第5回 ［関西］ 農業Week 農業・畜産総合展
主催・問合せ先：RX Japan(株)
（tel.03-3349-8511）

3/8（火）～10（木） 10：00～17：00 有料5,000円（招待券持参者無料）

 大阪マラソンEXPO2022 ランナー受付、スポンサー展示
主催：大阪府、大阪市、（公財）大阪陸上競技協会
問合せ先：大阪マラソンコールセンター
（tel.072-886-8930）

2/25（金）～2/26（土） 11：00～19：30（最終入場）

大人（中学生以上）当日1,300円 前売1,100円
小学生 当日800円 前売700円

※未就学児無料

 医療と介護の総合展【大阪】
（通称：メディカル ジャパン 大阪）

医療・介護
主催・問合せ先：RX Japan(株)
（tel.03-3349-8586）

2/24（木）～2/26（土） 10：00～17：00 有料5,000円（招待券持参者無料）

 レプタイルズフィーバー2022 爬虫類
主催：テレビ大阪（株）
問合せ先：レプタイルズフィーバー事務局
（tel.06-6947-1912）

2/19（土）～20（日） 10：00～17：00
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 ゲームマーケット2022大阪 アナログゲーム
主催：(株)アークライト　ゲームマーケット運営事務局
https://gamemarket.jp/faq

2/6（日） 11：00～17：00

前売りカタログ（入場パス引換券付き）2,000円
当日1,500円

※小学生以下は保護者同伴で入場無料、中学生及び高
校生は学生証の提示で入場パスが無料になります

大人（高校生以上）
当日 : 2,700円（税込）
前売 : 2,100円（税込）
※保護者同伴に限り中学生以下入場無料(保護者1名に
つき2名まで。ただし保護者が招待券を使って入場する
場合を除く。中学生は要生徒手帳)。
※障がい者入場無料（身体障がい者、知的障がい者、
精神障がい者手帳をお持ちの本人および同伴の方1名
合計2名まで）

 第53回　大阪ミシンショー 工業用縫製機器
主催・問合せ先：大阪府ミシン商業協同組合
（tel.06-6743-6480）

2/18（金）～19（土）
18日（金）10：00～17：00
19日（土）10：00～16：30

入場無料

 第25回　大阪オートメッセ2022 ドレスアップ/チューニングカー
主催：オートメッセアソシエイション
問合せ先：オートメッセ事務局
（tel.06-6458-0300）

2/11（金・祝）～13（日）
9：00～18：00

(初日9:00〜13:00はサイレントタイム)

コスモスクエアニュース
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入場料無料

 OSAKA FES. Mar.2022 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）

3/27（日） 12：00～16：00 入場券購入制　※サークル無料

第1回　日本観光ショーケース in 大阪・関西 旅行業・観光業
主催・「日本観光ショーケースin大阪・関西」実行委員会
問合せ先：日本観光ショーケース実行委員会事務局
tel. 050-3066-9150（平日10：00～17：00）

3/25（金）～27（日） 未定

第38回　大阪モーターサイクルショー2022 オートバイ関連

主催：（一社）日本二輪車普及安全協会 近畿ブロック
問合せ先：第38回大阪モーターサイクルショー2022
　　　　　　 運営事務局
tel. 06-6357-3175（平日10時～12時/13時～18時）

3/19（土）～21（月・祝） 10：00～17：00
大人…1,700円

※高校生以下、障がい者の方は無料　※料金は税込み

第1回 空気のみらいEXPO
Co2排出量削減、空気清浄、

空調関連

主催・問合せ先：
空気のみらいEXPO 実行委員会
tel. 03-6812-9422（平日9：30～17：30）

3/15（火）～16（水） 未定

第2回 夢洲 次世代まちづくりEXPO 万博後のまちづくり
主催・問合せ先：
夢洲 次世代まちづくりEXPO 実行委員会
tel. 03-6812-9422（平日9：30～17：30）

3/15（火）～16（水） 未定

第1回 大阪・関西万博　開催支援EXPO 万博開催支援
主催・問合せ先：
大阪・関西万博 開催支援EXPO 実行委員会
tel. 03-6812-9422（平日9：30～17：30）

3/15（火）～16（水） 未定

有料5,000円（招待券持参者無料）

 大阪キャンピングカーショー 2022
キャンピングカー

総合イベント

主催：テレビ大阪（株）
問合せ先：テレビ大阪事業局
Tel. 06-6947-1912（平日10：00～18：00）

3/12（土）～13（日） 10：00～17：00
中学生以上　1,000円 （前売 700円）
小学生　         600円 （前売 400円）

※未就学児は入場無料

 第8回 再生医療EXPO【大阪】 研究・治療・創薬
主催・問合せ先：RX Japan(株)
（tel.03-3349-8509）

3/9（水）～11（金） 10：00～17：00

 第8回 インターフェックスWeek【大阪】
医薬品・化粧品

製造技術
主催・問合せ先：RX Japan(株)
（tel.03-3349-8509）

3/9（水）～11（金） 10：00～17：00 有料5,000円（招待券持参者無料）



イベント名称 日程 時間 場所 説明

ATCポッ プカ ルチャ ーアワー
2/11( 金･祝)
3/5( 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

日曜自然工作教室
2/13( 日) ・ 27( 日)
3/13( 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。

キッ ズテッ ク エキスポ 2/26( 土) 、 27( 日) 10: 00～17: 00
I TM2F・ 3F・ 6F・ 10F
RoBO&Peace他

プログラ ミ ングや電子工作など、 テク ノ ロジーを遊びながら 学び、 子ども たちの夢や自信のき っ かけをつく る体
験型ワーク ショ ッ プイ ベント 。
●参加費： 公式HPをご参照く ださ い。 ht t ps: //ki ds-pr oj ect . j p/kt e/

アート ＆てづく り バザールVOL. 39 3/19( 土) ～21( 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。
会場で出張販売を行う 人気企画
「 発掘! ! まちのパン屋さ ん」 コ ーナー、 「 まちの珈琲屋さ ん」 コ ーナーも ございます。
●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。

TOKYO 卍 REVENGERS EXHI BI TI ON 3/19( 土) ～3/27( 日) 10: 00～ ATC Gal l er y

一般入場券/前売券：  1, 800円 ／ 当日券：  2, 000円
グッ ズ付チケッ ト ( グッ ズはTシャ ツ） /　 前売券：  4, 300円 ／ 当日券：  4, 500円
※場内の混雑緩和・ 新型コ ロナウイ ルス感染対策等のため、 全日程販売枚数に上限を設けた「 日時指定制」 と さ
せていただき ます。

わたし のマチオモイ 帖
10年をあり がと う

3/21( 月･祝) ～29( 火) 11: 00～20: 00
I TM10F
大阪デザイ ン振興プラ ザ( ODP)

日本全国のデザイ ナー、 写真家、 イ ラ スト レータ ー、 映像作家などプロのク リ エイ タ ーが、 自分にと っ て大切な
町、 ふるさ と の町、 学生時代を過ごし た町や、 今暮ら す町など、 各地の町で育まれた「 わたし だけの思い」 を小
冊子や映像作品にし て紹介する展覧会。
●入場無料

ATCイベントスケジュール(2022年2月～3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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