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ゆるキャラカーニバル＆地元のええもん市スペシャル 

in Sky Viewを開催 
 
関空展望ホール「Sky View」ではゴールデンウィーク期間中、様々なキャラクターを集めてイベントを開催

します。期間中には有名ゲストキャラクターが登場したり、地元のゆるキャラたちが各地の PRをしたりと、

 2014開港 20周年を迎える関西国際空港を一層盛り上げます。また、3月 21日（金）より開催している大

阪、和歌山のこだわりの名産品を取りそろえた物産展「地元のええもん市 in Sky View」の特別版として、地

元の新鮮な野菜等を取りそろえた物産市も開催します。 

 

 

 

○ 開 催 日     2014年 4月 29日（火・祝）、5月 4日（日）、5月 5日（月・祝） 

 

○ 場 所     関空展望ホール「Sky View」 

 

○ 概 要     内容の詳細は別紙をご参照ください。 

 

【ゆるキャラカーニバル in Sky View】 
  ・ 「ふなっしーがやってくる！」 

  ・ 「なめこ 1日館長」 

  ・ 地元ゆるキャラ大集合！ゆるキャラカーニバル 

 

【地元のええもん市スペシャル in Sky View】 

 

 

○ 主 催    新関西国際空港株式会社 

 

○ 問い合わせ 関空展望ホール「Sky View」 電話 072-455-2082 （8:00～22:00）

http://www.kansai-airport.or.jp/skyview/skyview.htm 
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別紙 1 

【ゆるキャラカーニバル in Sky View】 
 

○「ふなっしーがやってくる！」 

 大人気のゆるキャラ「ふなっしー」がやってくる！関西や飛行機・旅についての話や、関空展望ホール

「Sky View」のキャラクター「ブービィ」との夢のコラボレーションをお楽しみください。また当日はふなっしー

グッズの販売も行います。 

【日   時】 2014年 4月 29日（火・祝）  

 第 1回 整理券配布開始 7:30   開場 9:30   開演 11:00～11:20 

 第 2回 整理券配布開始 11:00  開場 13:30  開演 15:00～15:20 

 ※ お一人様 1枚ずつ、各回 600枚整理券を配布します。なお、整理券は入場をお約束するもので

   あり、座席を指定するものではございません。整理券をお持ちでないお客様は後方エリアよりご

   覧いただきますが、入場制限をかける場合がございますのでご了承ください。 

【場   所】 団体バス駐車場 

   【当日のアクセス】 

・スカイシャトルバス（ターミナル１ 旅客ターミナルビル～展望ホール） 

運行時間 当日朝 7時よりシャトルバスを臨時増発いたします。 

・駐車場 

      営業時間 4月 29日（火・祝）7:10～22:00 

     ※ 当日は大変混雑が予想されます。駐車台数には限りがございますので、可能な限り公共交通 

   機関をご利用ください。 

【注意事項】 

 ※ ステージ上の撮影は自由ですが、個別での記念撮影はできません。 

    ※ 前日からお待ちいただくことや、シート等による場所の確保はできません。  

   ※ 雨天時は会場等を変更してイベントを実施します。詳細はイベント当日に「KIX Blog」     

     （http://www.kanku-service.com/kixblog/ ）にて発表します。 

 

 
○「なめこ 1日館長」 

大人気スマホアプリ「おさわり探偵 なめこ栽培キット」のキャラクター「なめこ」が、展望ホールの1日館長

を務めます。「なめこ」に会いに来てくれたお客様には特製ステッカーをプレゼント（各回先着 100名様）。ぜ

ひ、「なめこ館長」に会いに来てください。  

  ※ ステッカーはお一人様 1枚の配布とさせていただきます。 

  ※ スケジュールは変更になる可能性がございます。 

【日   時】 2014年 5月 4日（日） 

【館長の 1日のスケジュール】※各回約 30分 

10:00 エントランスホール 1階でお客様お出迎え 

11:00 空港島内見学ツアー「わくわく関空見学プラン」のお見送り  

13:00 エントランスホール 3階レジェンドオブコンコルドでお昼ご飯 

14:00 メインホール 4階スカイデッキでお散歩♪     

15:00 メインホール 3階でミュージアム巡回 

16:00 エントランスホール 4階スカイショップタウンでショップ店員 

 

 

 

http://www.kanku-service.com/kixblog/
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別紙 2 

○地元ゆるキャラ大集合！「ゆるキャラカーニバル」 

地元ゆるキャラが関空展望ホール「Sky View」にやってきて各地の魅力をステージで PR。その他、開催

 時間中は館内のいたるところで登場しますので、一緒に写真撮影をお楽しみください。 

【日   時】 2014年 5月 5日（月・祝）  

ステージイベント 第 1回 13:00～ 第 2回 15:00～ 

館内グリーティング 11:00～16:00の間適時 

【場   所】 メインホール 4階スカイデッキおよび展望ホール館内 

（雨天：メインホール 4階スカイビューカフェおよび展望ホール館内） 

 

【地元のええもん市スペシャル in Sky View】 

3月 21日（金）より実施している「地元のええもん市 in Sky View」の特別版として、地元農家直送の新

 鮮で安全安心なこだわり野菜等を販売し、泉州野菜等の良さを紹介します。こだわり野菜を使用し た料

理教室も実施しますので、ぜひご参加ください。 

【日   時】 2014年 5月 5日（月・祝） 10:00～16:00 

【場   所】 メインホール 4階スカイビューカフェ 

【内   容】   

 
○「地元のええもん市スペシャル in Sky View」 

地元農家直送の新鮮で安全安心なこだわり野菜をはじめ、地元の「ええもん・うまいもん」を集めた物産

市を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

○「野菜ソムリエが教えます♪こだわり野菜で作る料理教室」 

地元のこだわり野菜で作るオトナもこどもも大好き！「ベジ☆パンケーキバーガー」の料理教室を行いま

す。 

・ 場   所 メインホール 4階 スカイビューカフェ 

・ 開催時間 第 1回 12:00～ 第 2回 14:00～ 第 3回 16:00～ （※各回約 1時間） 

・ 参 加 料 無料 

・ 定   員 各回 15名 （※要事前予約。先着順。定員になり次第、受付を終了します。）  

・ 講   師 アクティブ野菜ソムリエ Flour bee*カフェオーナー 山﨑 こず恵 

 

地元大阪泉州の食材を中心に、野菜や果物のおいしさをもっとたくさんの方に知って

もらいたいという想いから、自身が経営するりんくうタウンのカフェ「Flour bee*」を通じ

てアクティブ野菜ソムリエとして活動中。カフェのメニューでは、積極的に大阪泉州の

食材を取り入れたメニューを開発している。 

また、食品メーカーのリーフレット媒体でのレシピ考案や、野菜のおいしい食べ方、お

うちカフェでの演出の仕方などの提案、専門学校での短期講座の講師、市主催の料

理教室講師としても活躍。野菜のおいしさだけではなく、野菜を作る生産者さんの「想

い」も一緒にお客さまに伝える橋渡しの役割を担っている。    

 

※写真はイメージです 



 

 

News Release 

2014 年 3 月 31 日 

新関西国際空港株式会社 広報グループ  TEL：072-455-2201  FAX：072-455-2052  ホームページ：http://www.nkiac.co.jp  

 

別紙 3 

 

・ 参加方法 下記の内容を明記の上、件名に「料理教室参加希望」と記載しメールでお申込ください。 

【メールアドレス】skyview-info@nkiac.co.jp 

【記載事項】 ①参加者全員の名前 ②参加者全員の年齢 ③参加者全員の性別  

       ④住所 ⑤電話番号 ⑥受講希望時間 

※ ご予約がなくても、当日は立ち見にてご覧いただけます。 

※ 60分間着席してご参加いただきますので、途中退席が必要なお子様のご参加はお断りする場合が

ございます。 

※ お預かりした個人情報はイベントのご案内の為に使用、保管し、他の目的には使用しません。 

 


