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2016 年 10 月 1 日（土）から 11 月 20 日（日）までの期間、『KIX-ITM オータムフェスタ 2016』

と題して、夏に引き続き様々なイベントを実施します。 

 関西空港(KIX)では 10 月 16 日(日)に、「KIX フラ・フェスティバル」「ナンバーワンフェスタ」「泉

州 YOSAKOI ゑぇじゃないか祭り」の３つのイベントを同時開催、大阪空港(ITM）では 10月 22日（土）

に、「空の日エアポートフェスティバル」を開催して秋の KIX-ITM を盛り上げます。関空展望ホール「Sky 

View」ではヨーロッパフェア第 1弾を開催。他にも毎年人気の「Japan Pop Culture Festival」、初開

催となる「関西産業観光博覧会」、大阪の歴史・文化を体験いただける関西大学とのタイアップイベン

ト、ITM の「音楽フェスティバル」等、日本や関西ならではといったイベントが目白押しです。   

また、オータムフェスタ期間中、関西空港駅降りてすぐの連絡通路に「紅葉装飾」を展開。日本の秋

を一足先にお楽しみいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 名 称 「KIX-ITM オータムフェスタ 2016」 

○ 開催日時 2016 年 10 月 1 日（土）～2016 年 11 月 20 日（日） 

○ 場  所 関西国際空港および大阪国際空港の各所 

○ 内  容  （別紙資料参照） 

○ 主  催 関西エアポート株式会社 など 

 

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 オータムフェスタ 2016 開催！ 

ナンバーワンフェスタオープニング（過去写真） 

 

オータムフェスタビジュアル 

 

紅葉装飾イメージ 

 



 
 

 
 
 

 

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。 

 

 

 

 

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 2000 万ユーロ(*２)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生かし、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）その他の出資者 

株式会社アシックス、岩谷産業株式会社、大阪瓦斯株式会社、株式会社大林組、オムロン株式会社、関西電力株式会社、

近鉄グループホールディングス株式会社、京阪ホールディングス株式会社、サントリーホールディングス株式会社、株式

会社ジェイティービー、積水ハウス株式会社、ダイキン工業株式会社、大和ハウス工業株式会社、株式会社竹中工務店、

南海電気鉄道株式会社、西日本電信電話株式会社、パナソニック株式会社、阪急阪神ホールディングス株式会社、レンゴ

ー株式会社、株式会社池田泉州銀行、株式会社紀陽銀行、株式会社京都銀行、株式会社滋賀銀行、株式会社南都銀行、日

本生命保険相互会社、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行、株式会社りそな

銀行、株式会社民間資金等活用事業推進機構 

 

(*2) 日本、チリ、ドミニカ共和国の各空港のデータを含まず。 

 

 

 

 

 
について 



KIX-ITMオータムフェスタ　10月～11月　概要一覧

■KIX(関西国際空港)

開催日 開催時間 開催場所 概要

10月10日(月・祝)、11月13日（日） 12:00～17:30 南広場
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。

北広場
関西のフラダンスグループが色鮮やかな衣装を身につけ、華やかにフラダンスを披露します。KIXで本場ハワイの
フラダンスを満喫ください。

関西空港駅コンコース
シェア日本一または発祥地の特産品を持つ自治体によるナンバーワン特産品の展示や販売にくわえて、特産品
が当たる抽選会も実施します。また、各地のご当地キャラが大集合して、第 1 ターミナルビル2階中央 KIX ギャラ
リー前にも登場します。

   第13回泉州YOSAKOIゑぇじゃないか祭り
南広場/

関空展望ホール
メインホール4階「スカイデッキ」

全国各地から踊り子が集結！！ 鳴子が鳴り響き、躍動感あふれるよさこい踊りを繰り広げます。関西空港は2会
場、他りんくうタウン5会場で開催！

11月19日（土）・20日（日） 12:00～19:00 南広場　など
アニメ・アイドル・コスプレ…etc
世界で大人気の日本のポップカルチャーコンテンツがＫＩＸに大集合！

　関西産業観光博覧会 10月23日（日）～11月21日（月）
終日

※10月23日のみ10:00～17:00

第1ターミナルビル1階中央・2階中央
特設スペース

※10月23日のみ南広場でも開催

訪日客をターゲットとし、歴史的・文化的に価値ある工場や機械などの産業文化財や製品を通じ、モノづくりの
「心」にふれていただいたり、まだまだ海外に知られていない地域に根ざした特産品や地場産業をアピールする展
覧会。10/23（日）に南広場で行われるオープニングセレモニーでは、各市町村のPRブースやグルメブース、ス
テージイベントなどを展開。また、第1ターミナルビル中央特設スペースでは、10/23（日）~11/21（月）の期間中、地
元の伝統産業、特産品の展示のほか、試販・試食や簡単な製作体験など、盛りだくさんの内容でお楽しみいただ
けます。

10月18日(火)～10月31日（月） 終日
第１ターミナルビル2階中央

KIXギャラリー/
第1ターミナルビル1階

関西を代表する関西大学と関西国際空港のコラボレーションイベント「大阪の歴史・文化魅力体験プロジェクト」を
開催。関西大学の研究力で、お客様に知られざる大阪の歴史・文化をご紹介する作品を展示します。KIXギャラ
リーでは、「浪花及澱川沿岸名勝図巻」のレプリカの掲出と解説ムービーの放映をおこないます。また、第1ターミ
ナルビル1階では、「平家物語絵巻」を8K高精細画像でインタラクティブにお楽しみ頂ける体験スペース（11：00-
19：00実施予定）や巨大日本刀のフォトスポット、和食だしのウェルカムドリンク無料ご提供(10/21（金）-23（日）の
午後で複数回実施予定)を実施し、国内外からのお客様に大阪の今昔をお楽しみいただきます。

ナンバーワンフェスタ展 10月1日(土)～10月16日（日）
終日

（※16日は16時まで）

10月16日（日）に開催される「第8回ナンバーワンフェスタ」の告知を兼ねて、同フェスタに参加する21自治体の自
慢の
「ナンバーワンの特産品」を写真として展示し、商品としてではなく、アートとして楽しんでいただきます。

Japan Pop Culture Festival展 11月2日(水)～11月25日（金）
終日

（※25日は16時まで）
Japan Pop Culture Festival開催を記念して人気アニメコンテンツなどの展示を実施。
展示内容等詳細はイベントホームページをご覧ください。　http://www.japanpop.jp/

10月1日（土）～11月20日（日） 終日
関西空港駅コンコース

～第1ターミナルビル連絡通路
四季の豊かな日本の魅力の一つである紅葉で連絡通路を表現演出し、日本らしい四季の美しさにてお客様のお
迎え・お見送りをいたします。

ヨーロッパフェア in Sky View  第1弾
～Enjoy Europe, travel by train!～

10月22日（土）～11月20日（日） イベントによって異なる
ヨーロッパフェア第1弾は、「レイルヨーロッパ」とタイアップし、ヨーロッパを鉄道で巡る旅を特集します。パネル展
示などでヨーロッパ鉄道の魅力をご紹介する他、スタンプラリーやセミナー等のイベントを続々実施します！

KIX-ITM LANDSCAPE CALENDAR2017発
売記念！「KIX Photo Tour2016」&「カレン
ダー即売サイン会」

KIX Photo Tour：11月5日（土）
サイン会：11月6日（日）

KIX Photo Tour：
第1部　10:00～（空美の部）

　第2部　15:00～（航空ファンの部）
サイン会：13:00-14:00

「KIX-ITM LANDSCAPE CALENDAR 2017」の発売を記念して、当カレンダーの写真を撮影し、著書「JET LINER」
など感動的な航空写真を手掛ける航空写真家ルーク・オザワ氏をお招きし、イベントを開催します。KIX Photo
Tourはルーク・オザワ氏と撮影ができる貴重なツアーです。（※WEBから要事前予約・有料）また、サイン会ではお
買い上げいただいたカレンダーに直筆サインをプレゼント！詳細は展望ホールホームページでご案内します。

■ITM(大阪国際空港)

開催日 開催時間 開催場所 概要

10月22日（土） 10:00～16:00
ターミナル4階屋上展望デッキ

「ラ・ソーラ」ほか
格納庫見学や子ども向け航空教室、模擬制服写真撮影会など、「空の日」ならではのイベントが盛りだくさん。大
阪国際空港周辺市のマスコットキャラクターも遊びに来ます！

11月12日(土) 11:00～16:00
ターミナル4階屋上展望デッキ

「ラ・ソーラ」
大阪国際空港がステージとなる音楽イベント。
多くのミュージシャンが集結し本格的な演奏を披露します。

　大阪国際空港「空の日」エアポートフェスティバル2016

10月16日（日）

　エアポート音楽フェスティバル2016

　KIXギャラリー展

10:00～16:00

　関空展望ホール Sky View
　オータムイベント

関西大学×KIXコラボレーションイベント
「大阪の歴史・文化魅力体験プロジェクト」

　連絡通路紅葉装飾

第１ターミナルビル2階中央
KIXギャラリー

タイトル

タイトル

　第5回KIXフラ・フェスティバル

　第8回ナンバーワンフェスタ

　Japan Pop Culture Festival 2016

関空展望ホール「Sky View」

  KIX音楽祭 vol.9、vol.10


