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2016 年 7 月 16 日（土）から 9 月 4 日（日）までの期間、『KIX-ITM サマーフェスタ 2016』と題

して様々なイベントやキャンペーンを実施します。８月 27（土）、8 月 28 日（日）には、メインイベ

ントとなる「関空夏まつり～ALL KANSAI FESTIVAL～」を今年も開催。イベントを盛り上げるために

あの「じゅんいちダビッドソン」と「ミラクルひかる」が関西空港に初登場します。 

サマーフェスタ期間中の８月毎週土日には、第１ターミナルビル１階の国際線到着フロアにて「おい

でやす KANSAI 日本の歴史・文化体験イベント」を開催。戦国武将や忍者が空港に到着された海外の

お客様をお出迎えします。日本文化の衣装を身にまとって、日本らしい和の風景や絵画のパネルを背景

に記念撮影をするなど日本ならではコンテンツをお楽しみいただけます。 

 また、サマーフェスタ期間通して、関西空港駅降りてすぐの連絡通路に「竹林の小道」が登場。竹林

のひんやりした心地よさやほっと癒される空間をお楽しみください。 

 

 

 

 

 

 

○ 名 称 「KIX-ITM サマーフェスタ 2016」 

○ 開催日時 2016 年 7 月 16 日（土）～9 月 4 日（日） 

○ 場  所 関西国際空港及び大阪国際空港の各所 

○ 内  容   別紙参照 

○ 主  催 関西エアポート株式会社、りんくう・関空にぎわいづくり協議会（関空夏まつり） 

 

なお、イベントの詳細については、ホームページ等でも随時お知らせします。 

KIX-ITM イベントカレンダー：http://www.kansai-airport.or.jp/special/event/index.html 

                                                 

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】 

関西エアポート株式会社 

コーポレートコミュニケーション部 広報グループ Tel：072-455-2201 

KIX-ITM サマーフェスタ 2016 開催！ 

『竹林の小道』イメージ 『日本の歴史・文化の体験』イメージ 

関空夏まつりオープニング（昨年） 

 

 

 

関空夏まつりオープニング（昨年写真） 



 

 
 
 

 

関西エアポート株式会社は、関西国際空港（KIX）および大阪国際空港（ITM）の運営を新関西国際

空港株式会社から引継ぎ、2016年 4月 1日より両空港の運営会社として事業を開始しました。関西エ

アポートは、オリックス株式会社と VINCI Airports（ヴァンシ・エアポート）を中核とするコンソーシ

アムにより設立されました。 

関西エアポートは、両空港の安全とセキュリティを常に最優先しつつ、適切な投資と効率的な運営によ

って国内外からの空港利用者へのサービスを強化し、両空港の可能性を最大限に引き出し、地域コミュ

ニティへ貢献することを目標としています。 

関西エアポートは、2015年 12月 15日付けで新関西国際空港株式会社との間で、事業期間を 44年

とする「関西国際空港及び大阪国際空港特定空港運営事業等公共施設等運営権実施契約」（実施契約）

を締結しています。 
 

会社名 

本社 
大阪府泉佐野市泉州空港北１番地 

大阪市西区西本町一丁目 4番 1号（登記上） 
資本金 250億円 

代表者 
代表取締役社長  山谷 佳之 

代表取締役副社長 エマヌエル・ムノント 
設立年月日 2015年 12月 1日 

事業内容 
関西国際空港および大阪国際空港の運営業

務、管理受託業務等 
株主 

オリックス 40％、ヴァンシ・エアポート

40％、その他の出資者 20％ (*1) 

 

 

 

 

オリックス株式会社について 

オリックスは常に新しいビジネスを追求し、先進的な商品・サービスを提供する金融サービスグループです。 

1964年にリース事業からスタートして隣接分野に進出し、現在では融資、投資、生命保険、銀行、資産運用、自動車

関連、不動産、環境エネルギー関連などへ事業を広げています。また、1971年の香港進出を皮切りに世界 36ヵ国・地

域に拠点を設け、グローバルに展開しています。 

2014年に 50周年を迎え、これからも経営戦略である“「金融＋サービス」の加速化”、“アジア等新興国の成長を取り込

む”を推進し、新たな事業機会の獲得と持続的な成長を目指すと同時に、社会に貢献してまいります。 

 

 

 

 

VINCI Airports (ヴァンシ・エアポート)について 

ヴァンシ・エアポートは、フランスで 12、ポルトガルで 10（リスボンのハブ空港を含む）、カンボジアで 3、日本で 2、

ドミニカで 6、そしてチリで 1空港の合計 34空港の開発および運営を行うグローバル企業です。 

ヴァンシ・エアポートが運営する空港ネットワークの 2015 年の年間利用者数は 1 億人にのぼり、140 社を超える航空

会社が就航しています。2015年のヴァンシ・エアポートの年間売上高は 8億 2,000万ユーロ 1を記録しています。 

ヴァンシ・エアポートは、深い知見と、プロフェッショナリズムあふれる世界各国の 8, 500名のスタッフの力を合わせ、

その投資力や国際ネットワーク、既存空港のインフラ運営最適化、施設の拡充、新規建設における専門性を活かし、空港

の開発、資金調達、建設、および運営を行っています。詳細につきましては、www.vinci-airports.comをご覧ください。 

 

1 = チリ、日本、ドミニカの各空港のデータを含まず。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 について 



KIX-ITMサマーフェスタ2016　7月～9月　概要一覧

■KIX(関西空港イベント＆キャンペーン)

開催日 開催時間 開催場所 概要

7月23日(土)、8月14日（日） 12:00～17:00
関西を中心に活動するアーティスト達による音楽イベント「KIX音楽祭」を年間通じて定期的に開催しています。
出演アーティストは毎回変わるのでお楽しみに。

8月6日(土) 16:00～20:30 泉州地域の中学・高校のダンス部員を中心とするダンサー達が熱いステージパフォーマンスを繰り広げます。

8月7日(日) 11:00～17:00
踊りの祭典、大阪メチャハピー祭のKIXステージです。
「子どもの笑顔日本一へ！」を目標に掲げ、10月「本祭」大阪城ホールのファイナルステージへの出場権をかけて踊り舞い、
会場を盛り上げます。

8月20日(土) 11:30～17:30
ダンスだけでなくカキラリストとしても活躍中のSATOKO率いるダンススクール＆その他スタジオ合同による迫力あるDance
Showを開催します。

逸品縁日 関西空港駅コンコース周辺
全国各地の逸品グルメを集めた「うまいもん」屋台がKIXに大集合、関西国際空港の国内就航地や関西からの逸品も登場。
ほんもののおいしさをお届けします。

ステージイベント 北広場特設ステージ
南紀「おやじバンド」によるステージや、大人気の『ひこにゃん』をはじめとってもかわいい『ご当地キャラ』たちが遊びに来ま
す。

第13回ALL KIX DANCE CONTEST 10:00～18:00 南広場特設ステージ
第13回を迎え、毎年参加者殺到のダンスコンテスト。キッズ＆ジュニアの部と一般の部とに分かれ、両日ともに熱い熱いダン
スが繰り広げられます。乞うご期待！

KIXこども縁日
8/27(土)10:00～15:30
8/28(日)10:00～17:00

ホテル日航関西空港にこども縁日が登場！輪投げやヨーヨー釣りで時間を忘れてお祭り気分を満喫しよう！

ポケモンビンゴパーティー 8月27日（土） 10:00～15:30
人気のポケモンビンゴパーティーを今年も1日限定で開催。
オリジナルグッズが必ずもらえちゃう！さらに、ピカチュウも遊びにきてくれるよ！　＊参加料：1回500円　＊先着制

KIXお笑いものまね劇場 8月28日(日)
1ｓｔ：11:00～12:00
2ｓｔ：14:00～15:00

宇多田ヒカルのものまねで有名な「ミラクルひかる」と2015年R-1グランプリ優勝の「じゅんいちダビッドソン」による「KIXお笑い
ものまね劇場」を開催！KIXが笑いの渦で包まれる！

第13回ＫＩＸ国際交流ドラゴンボート大会 8月28日（日） 09:00～17:00
1期･2期空港島間の水域

『内部水面特設250mコース』
第2ターミナルビルと行き交う飛行機をバックに、海上での熱い真剣勝負が繰り広げられます。さらに今年は海外のチームも
参戦予定。

8月6日(土)、8月7日（日）、8月13日
（土）、8月14日（日）、8月20日（土）、8
月21日（日）、8月27日（土）、8月28日

（日）

8月6日(土)、8月7日（日）、8月13
日（土）、8月14日（日）

8時～15時
8月20日（土）、8月21日（日）、8

月27日（土）、8月28日（日）
14時～21時

第１ターミナルビル1階国際線到着フロア
戦国武将や忍者が空港に到着された海外のお客様をお出迎え。日本の歴史や文化に触れていただく。また、日本文化の衣
装を身にまとって、日本らしい和の風景や絵画のパネルを背景に記念撮影イベントを開催。日本の文化の楽しさを体感でき
る。

8月6日(土)、8月7日（日）、8月20日
（土）、8月27日（土）、8月28日（日）

開催イベント時間に合せて
抽選会場：

南広場　特設受付（6日・7日・20日）
北広場　関空夏まつり総合案内（27日・28日）

関西空港内の各所に設置しているスタンプを集めて、ガラポン抽選をしよう！出玉に応じて景品をプレゼント。
さらに、展望ホールのスタンプも集めるとプラス1回抽選ができる！

8月27日(土)、8月28日(日) 7：00～21：00

①第1ターミナルビル 2階中央 「ＫＩＸギャラリー」前
②第1ターミナルビル 国際線出国エリア 南出国審
査場横※②でのご参加は、第1ターミナルビル国
際線利用の方に限ります。

KIXの各店ご利用時のお買い上げレシートを集めていただき（※8月13日（土)からのレシート対象、合算可）、抽選会場に持参
いただくと、第1ターミナルビル2階中央「KIXギャラリー」前会場では税込合計2,000円で1回、第1ターミナルビル国際線出国エ
リア南出国審査場横会場では税込合計10,000円で1回、いずれかの会場でガラポン抽選会に参加いただけます。景品として
関西空港内でご利用頂けるお買物お食事券を多数ご用意しており、最高5万円分が当たります！

KIXツアーコンペ受賞作品展  7月20日(水)～8月3日(水)
多くのお客様に海外旅行を楽しんでいただくため、毎年KIXツアーコンペを開催しています。
2016年度、たくさんの応募の中から選ばれた栄えある入賞9商品を紹介します。

笑いの街”関西”～和紙工芸とお面展 8月5日(金)～8月31日(水)
伝統の和紙工芸のお面を「笑顔」をテーマに展示。暖かさがありデザイン性が高く、モダンな狐面を中心にさまざまな笑顔の
お面を展開します。8月6日（土）、8月7日（日）には、白いお面に絵具で色を塗っていただき世界でひとつの「スマイルお面」を
作るワークショップ型イベントを開催。

南広場特設ステージ

10:00～17:00

ホテル日航関西空港内
関西空港会議場

関空夏まつり　～ALL KANSAI FESTIVAL～

KIXギャラリー展示
 第1ターミナルビル2階中央

KIXギャラリー
終日

KIXスタンプラリー抽選会

スマイルキャンペーン2016　サマー大抽選会

8月27日(土)、8月28日(日)

おいでやすKANSAI　日本の歴史・文化体験イベント

タイトル

KIX音楽祭vol6、vol7

NO DANCE NO LIFE in KIX

KIX DANCE ! DANCE ! FESTIVAL

大阪メチャハピー祭　in KIX



■KIX(関空展望ホール　Sky View)

開催日 開催時間 開催場所 概要

台湾フェア in Sky View
～Time for Taiwan 思い立ったが台湾吉日～

7月16日（土）～9月4日（日）
8：00～22：00

（イベントにより異なる）
関空展望ホール「Sky View」

豪華賞品が当たる様々なイベントやSNSキャンペーン、お食事、オリジナルグッズ販売を通じて、台湾や台湾のエアラインの
魅力を体感できるイベントです！詳しくはホームページをご覧ください。

KIXビアガーデン
7月1日（金）～9月2日（金）

の毎金曜日
18：00～21：00

（ラストオーダー20：30）

関空展望ホール「Sky View」
メインホール4階

「スカイビューカフェ」、「スカイデッキ」

おひとり様3,000円でおつまみ5品+ビールが飲み放題！（※ホームページから事前予約でおひとり様2,800円）離着陸する飛
行機がご覧いただける絶好のロケーションで、他とは違うビアガーデンをお楽しみください。

海と遊ぼうイベント 11：00～16：00
関空展望ホール「Sky View」

メインホール4階「スカイビューカフェ」

「チリメンモンスターを探そう!」（参加無料）や海藻を使ったオリジナルハガキ作りが体験できる「海藻おしば教室」（参加費100
円）、様々な海の生物や飛行機などの下絵に色を塗って、自分だけのオリジナル缶バッジを製作できる「オリジナル缶バッチ
を作ってみよう」（参加無料）の３つのコンテンツをご用意。この季節にぴったりの海と親しくなれるイベントです。

わくわく関空見学プラン特別号　第1弾
『巡視艇見学＆稚魚放流体験をしよう』

第1便　12：00-14：00
第2便　14：00-16：00

関空展望ホール「Sky View」
ポートターミナル

展望ホールにて海上保安庁の紹介DVDを鑑賞した後、関西空港島内を車窓見学し、ポートターミナルにて海難事故防止セミ
ナー・稚魚放流・巡視艇見学を行います。※展望ホールのホームページから要事前予約。

第1回スカイビューパーティー＆ツアーin 関西
国際空港

7月23日(土) 15:00～18:45 関空展望ホール「Sky View」
関西国際空港と街コンジャパンとのコラボレーション企画による街コンイベント。
前半は、バスツアーにて空港の裏側を見学いただき、後半は関空展望ホール「Ｓｋｙ Ｖｉｅｗ」にてパーティをお楽しみいただき
ます。

ウォーターパーク in Sky View
平日　11：00～16：00

土日・特定日　10：30～17：00
（特定日：8/11～8/15）

関空展望ホール「Sky View」
団体バス駐車場

関空展望ホールに水の広場が出現。ハズレの穴に剣を刺すと水が噴き出す「噴水危機一髪！」や、ミストや回転噴水が出て
くるジャンボコーン等で水遊びをお楽しみください♪入場料1人300円。関空展望ホールにて500円のお買い上げにつき1名様
無料。当日に限り再入場可。＊悪天候などの事情により、予告なくイベントを中止することがあります。

展望ホール駐車場サービス
　2倍キャンペーン！

8：00～22：00
展望ホール駐車場

（※ターミナルビル駐車場は対象外です）
通常、関空展望ホール「Sky View」にて2,000円以上お買い上げで1時間の駐車サービス券を進呈しているところ、期間中は
同額のお買い上げで2時間サービス券を進呈します。この機会にいつも以上にたっぷり遊んで、ゆっくりとおくつろぎください。

スカイビュー縁日 8月13日（土）、14日（日） 10：30～17：00
関空展望ホール「Sky View」

団体バス駐車場
ヨーヨー釣り、スーパーボールすくい、コイン落としにかき氷等、ひんやり楽しいコンテンツが目白押し！

Culumi ミニライブ＆握手会＆公開オーディション 8月20日（土）
第1回　13:00～15:00
第2回　16:30～18:30

関空展望ホール「Sky View」
メインホール4階「スカイデッキ」

堺・泉州発のご当地アイドル「Culumi」がミニライブで会場を盛り上げます！また、アイドルの卵を発掘する「公開オーディショ
ン」も同時開催します。

KIXツアーコンペ受賞作品展  9月5日(月)～9月30日(金) 終日
関空展望ホール「Sky View」

メインホール4階「スカイビューカフェ」
多くのお客様に海外旅行を楽しんでいただくため、毎年KIXツアーコンペを開催しています。
2016年度、たくさんの応募の中から選ばれた栄えある入賞9商品を紹介します。

■ITM(大阪空港イベント)

開催日 開催時間 開催場所 概要

7月26日(火)～7月28日(木)
（雨天時予備日として29日（金））

（受付時間)　8:30～13:00
(提出時間)　15:00まで

ターミナル4階屋上展望デッキ
「ラ・ソーラ」

空港周辺地域を中心に多くの小学生が参加し、屋上展望デッキ「ラ・ソーラ」で、
「空港」・「飛行機」・「空港で働く人々」を画用紙に元気いっぱいに描いてくれます。
＊参加資格：小学生(保護者同伴)、参加無料・事前申し込み不要

8月6日（土）～8月17日（水)
7月26日(火)～7月28日(木)開催の第17回「ラ・ソーラ」小学生写生大会にてご参加いただいた作品の中から、60作品を大阪
国際空港ターミナル内に展示します。（優秀作品：24・選出作品：36）

7月26日(火)～8月3日(水)
世界には紛争や自然災害、貧困など困難な状況下で生活している子どもがたくさんいます。そのような子どもたちの現状とユ
ニセフなどの支援で希望を取り戻した子どもたちの笑顔をテーマに写真展を開催します。

隠岐古典相撲大会写真展 8月23日(火)～8月30日(火) 島根県隠岐の島で昔から神事として伝わる「隠岐古典相撲」に関する写真展を開催します。

 8月5日(金)～9月1日(木) 北ターミナル1階ロビーステージ横　特設会場
多くのお客様に海外旅行を楽しんでいただくため、毎年KIXツアーコンペを開催しています。
2016年度、たくさんの応募の中から選ばれた栄えある入賞9商品を紹介します。

ITM空港アカデミー～昆虫教室～ 9月11日(日) 13：30～15：30 北ターミナル4階「星の間」

大阪国際空港では、空港を教室に見立てて、専門家を講師に、年間を通して、楽しみながら学んでいただくセミナーを実施し
ています。
今回は、『昆虫』をテーマに大阪国際空港の中で生息する昆虫や大阪国際空港のエコな取組のお話など、環境・生物につい
て学んでいただきます。 ＊参加資格：小学生(保護者同伴)、参加無料・事前申し込み要

5:30～22:00

KIXツアーコンペ受賞作品展

ユニセフ展

タイトル

中央ブロック3階ギャラリー

タイトル

7月18日（月・祝）

第17回「ラ・ソーラ」小学生写生大会

8月11日（木）～8月21日（日）

小学生写生大会展示

関空展望ホール「Sky　Ｖｉｅｗ」イベント


