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 2016 年 12 月 3 日（土）に、北欧のフィンランドを体感できる「Finland Day」を開催します。 

本イベントは、1 日を通じて日本でフィンランドを体感していただけるイベントで、ホテル日航関西

空港と関空展望ホール「Sky View」の 2 か所でフィンランドに関して学ぶセミナーや、フィンランド

の手芸文化を体験できるワークショップなど、さまざまなイベントを実施します。また、当日はフィン

ランドから本場のサンタクロースも登場し、関空展望ホールにてイルミネーション点灯式を実施します。

フィンランド好きの方も、まだフィンランドを訪れたことのない方も、幅広い年代の方にお楽しみいた

だけます。 

関西エアポート株式会社では、この「Finland Day」イベントが、フィンランドをはじめとするヨー

ロッパ方面への旅行需要喚起につながり、より多くのお客様が関西国際空港からヨーロッパに向けて旅

行されることを期待しています。 

なお、当社が開催するヨーロッパに関するイベントは、関西空港からの旅行情報サイト『FLY from KIX』

（https://flyfromkix.com/）にて継続的に発信してまいります。 

 

○ 開催日時： 2016 年 12 月 3 日（土）10:00～18:00 

○ 開催場所： ホテル日航関西空港 白鳥の間、鷺の間 

        関空展望ホール「Sky View」 

○ 共  催：  関西エアポート株式会社、フィンエアー   

○ 協力団体：  salmiakki/ Visit Finland（フィンランド政府観光局）/ アクアヴィットジャパン/ 

株式会社アルコデザイン/ アールシージェイ株式会社/  

関西日本・フィンランド協会/ 株式会社エイエイエスシー/ 

関西ノルディックウォーキング協会/ セキセイ株式会社/ 

てづくりのぱんやさんキートス/ 株式会社ドリーム・ぽけっと/ ビオキア ジャパン/ 

株式会社フィンコーポレーション/ ベネリック株式会社 

（五十音順） 

 

○ 特設サイト  http://www.kansai-airport.or.jp/play/event/161203_finland/ 

 

※各イベントの詳細については、別紙をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

【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  

「Finland Day」開催について 



 
 

 
 
 

 

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、国際空港運営における世界上位 5 社のうちの 1 社として、フランスで 13、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 35 空港の開

発および運営を行っています、ヴァンシ・エアポートは、運営する空港ネットワークの年間利用者数は 130 億人にのぼ

り、170 社を超える航空会社が就航しています。 

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 10,600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）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 



Finland day　イベント詳細

○ 特設サイト　 http://www.kansai-airport.or.jp/play/event/161203_finland/

場所 日時 詳細 参加費 参加申込など

フィンランドに馴染みのあるゲストをお招きし、フィンランドに関するトークショーを行います。セミナーの終わりにはお

楽しみ抽選会も！

１．12:00~13:00　 ノルディックジャパン・フィンランド政府観光局・フィンエアー

２．14:00~15:00　 大田舞『フィンランドでの暮らしとデザイン』

３．15:30~17:00　「フィンエアー客室乗務員の ～feel Finland～」＆「イチ押し！フィンランドの旅プラン」コンペ

　　　　　　　　　　　協力：株式会社JTB西日本、株式会社阪急交通社、株式会社日本旅行、株式会社旅工房、Tトラ

　　　　　　　　　　　　　　ベル（株式会社アーク・スリー・インターナショナル）、フィンツアー（株式会社 フィン

                                          コーポレーション）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（順番は変更となる場合がございます。）

無料

特設サイトの申込ボタンからお申込ください。（各回150名まで）

申込期間：11月30日（水）17:00まで

※セミナーのお申し込みについて

※各セミナーは事前申込・定員制となります。

参加申込サイト内で、ご希望のセミナーを選択していただき、お申込みくだ

さい。

各セミナーは先着順とさせていただき、人数に達し次第締め切らせていただ

きます。

・大田　舞

1980年山口県出身。2003年よりフィンランド在住。

ヘルシンキ芸術デザイン大学大学院ファッションデザイン科修了。フィンランドのアパレル会社での勤務経験を経て2011

年よりフリーデザイナーとして独立。

MAI OHTA DESIGN を立ち上げ、現在はマリメッコのコレクション他、国内外のさまざまなプロジェクトに携わる。

http://maiohta.com

フィンランド・サンタクロース・ファウンデーション公認のサンタクロースが今年も関西空港にやってきます！少し早めの

クリスマスを体感できるチャンス。セミナー会場と点灯式ではフォトセッションも行われます。
無料

スノーパーク
関空展望ホール「Sky View」

団体バス駐車場

2016年12月3日（土）10：00～16：30

2016年12月4日（日）10：00～16：30

関空展望ホールに雪の広場が出現！飛行機を見ながら雪遊びが楽しめるイベントです。初日にはサンタクロースとのふれあ

いイベントを開催！
無料

クリスマス

イルミネーション

点灯式

関空展望ホール「Sky View」　メイ

ンホール4F「スカイデッキ」

※雨天の場合はメインホール4F「ス

カイビューカフェ」

2016年12月3日（土）17：30～18：00

「サンタクロースのオフィシャルエアライン」であるフィンエアーに乗ってやってきたサンタクロースと一緒にスカイデッ

キのイルミネーションに明かりを灯そう。点灯式では、フィンランドの伝統楽器カンテレの演奏もあります。

奏者：Lokki（ロッキ）

（カンテレ：大西智子　リコーダー：織田優子）

Lokkiとは、フィンランド語で “かもめ” の意味。フィンランドの伝統楽器カンテレとリコーダーによるデュオ。

ユニークな楽器の組み合わせで、シンプルで温かみのある北欧の伝統音楽を演奏する。2007年フィンランドのカンテレ奏

者パウリーナ・レルヒェ来日公演のオープニング・アクトとして登場し注目を集め、日本各地で演奏活動中。

無料

ホテル日航関西空港　鷺の間 2016年12月3日（土）10:00～11:30

フィンランドのリサイクルイベント「クリーニングデイ」を関西空港で行います。また、関西圏で人気の有名北欧雑貨店

からのチャリティー出品にも注目！北欧並びに関西空港の堀出し物をGETできるチャンスかも？

また、このクリーニングデイでの売り上げは、熊本復興義援金として寄付されます。

※商品はなくなり次第終了となります。

【出品協力】（五十音順）

harikko(大阪)/ retro number(京都)/ salmiakki(京都)/Scandinavia Stock(京都)

/ Visit Finland(フィンランド政府観光局）/ vokko(滋賀）/ 北欧雑貨と暮らしの道具lotta(兵庫）/ マルカ・ウーラッコ(兵

庫）

無料

KIXジョギング・ウォーキングコース
2016年12月3日（土）14：00～16：00

雨天の場合は中止

約80年前にクロスカントリースキーチームの夏場のトレーニングとして発案された、フィンランド発祥のノルディック

ウォーキング。現在、世界40ヶ国を越える国でノルディックウォーキングが行われており、フィンランドでは成人人口の

20％にあたる82万人もの人が日常的に実施しています。

参加には200円/人

の保険料が必須で

す。

※ポールをお持ちで

ない方は、500円/

人でレンタル可能で

す。

特設サイトの申込ボタン

からお申込ください。

申込期間：11月30日（水）

17:00まで

ホテル日航関西空港

白鳥の間
2016年12月3日（土）12:00~17:00

2016年12月3日（土）

15:00～15:30　ホテル日航関西空港

16:00～16:30　スノーパーク会場＠関空展望ホール「Sky View」

17:30～18:00　クリスマスイルミネーション点灯式＠関空展望ホール「Sky View」

※当日の状況により、スケジュールが前後する場合があります。予めご了承ください

サンタクロースに会いに行こう！

チャリティー・クリーニングデイ

～feat.　関西人気北欧雑貨店セレクショ

ン ～

ノルディックウォーキングを体験しよう！

内容

フィンランドセミナー

photo/ S.Fujimaki 

  



Finland day　イベント詳細

○ 特設サイト　 http://www.kansai-airport.or.jp/play/event/161203_finland/

場所 日時 詳細 参加費 参加申込など内容

ホテル日航関西空港鷺の間
2016年12月3日（土）11:30、15:00

ファブリックパネル作り　各回8名まで

関空展望ホール

メインホール４F「スカイビューカ

フェ」

2016年12月3日（土）13:00、16:00

生花ミニクリスマスリース作り　各回10名まで

ホテル日航関西空港ホワイエ 2016年12月3日（土）11：00～17：00

北欧最大のコーヒーチェーン「ロバーツコーヒー」、フィンランドの大自然で育ったベリー類を扱う「ビオキア ジャパ

ン」、北欧の様々な雑貨や食品を扱う「アクアビットジャパン」、フィンレイソンやloviなどフィンランドデザイン雑貨を

多数扱う「アルコジャパン」の商品など、珍しい北欧雑貨をGETするチャンス！

関空展望ホール「Sky View」 2016年11月26日（土）～2017年1月31日（火）

関空展望ホールでこの冬開催中の「ヨーロッパフェア in Sky View」でも、フィンランドの魅力をご紹介します。フィンエ

アーやフィンランドの文化について紹介するパネル展示や、珍しい北欧雑貨の販売、フィンエアーの機内食の特別販売を行

います。

「ヨーロッパフェア in Sky View」

フィンランド特集

フィンランド・ワークショップ

特設サイトの申込ボタン

からお申込ください。

申込期間：11月30日（水）

17:00まで

特設サイトをご参照

ください

フィンランドのお土産を買いに行こう！

カウッパトリ

フィンランドテキスタイルを使ってファブリックパネル作成など気軽にできる雑貨作りを体験できます。

※事前参加申し込み、参加費要

photo/ S.Fujimaki

  

※機内食イメージ 


