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関西エアポート神戸株式会社は、2022 年2 月16 日に神戸空港が開港16 周年迎えたことを記念し、「神戸空港開港

16 周年記念イベント」を 6 月11 日（土）・12 日（日）に神戸ハーバーランド umie 及び神戸空港にて開催することをお

知らせします。（※） 

神戸ハーバーランド umie 会場では、就航地物産・観光PR ブースや各エアラインによるブース、ワークショップなどを開催し、

お子さまから大人の方まで楽しんでいただける内容を予定しています。また、神戸空港では、普段は立ち入れない飛行場周りの

道路をバスで巡り、滑走路などを見学いただける「空港場内バスツアー」を開催します。 

 関西エアポートグループは、これからもお客さまがワクワクするような施策を通じて、より多くの皆さまに空港や就航地の魅力をお

届けできるよう取り組んでまいります。 

 

※開港記念日ごろのイベント実施を検討しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況を踏まえ、時期を変更

して開催するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イベント概要（開港16周年記念イベント） 

○開催日時 ：2022 年6 月11 日（土）10:00～17:00、6 月12 日（日）10:00～16:00 

○場   所 ：神戸ハーバーランド umie センターストリート 1F 中央特設会場、サウスモール 1F 中央特設会場    

神戸空港（空港場内バスツアー／6 月11 日（土）のみ実施） 

〇入 場 料 ：無料 

〇内   容 ：神戸ハーバーランド umie：「就航地物産・観光PR ブース」 「就航エアラインブース、ワークショップ」  

神戸空港：「空港場内バスツアー」  

1 回約45 分・定員最大25 名  

9 時30 分／11 時30 分／13 時30 分／15 時30 分（計4 回開催） 

※イベントの詳細や空港場内バスツアーへのお申し込みは、以下WEB ページや別添チラシをご参照ください。      

https://www.kairport.co.jp/event/16thanniversary  

〇主   催 ：関西エアポート神戸株式会社 共催：神戸空港利用推進協議会 

〇協   力 ：スカイマーク株式会社、全日本空輸株式会社、株式会社ソラシドエア、株式会社AIRDO、株式会社フジド

リームエアラインズ、株式会社こうべ未来都市機構（順不同）           

〇そ の 他 ：・イベント内容は予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。 

           ・混雑状況により、各催しにおいて参加人数を制限させていただく場合があります。 

           ・荒天、その他施設の管理運営の都合上、一部イベントを変更・中止する場合があります。 

          ・新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行い実施いたします。  

 
                                                                                       

【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 

グループコーポレートコミュニケーション部 パブリックリレーション 
Tel：072-455-2201 

神戸空港「開港16周年記念イベント」の開催について 

https://www.kairport.co.jp/event/16thanniversary
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