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特急ラピート運行開始 20 周年×関西国際空港開港 20 周年記念  

 

ラピートから始まる二人の門出 

Wedding Express Rapi:t bound for Hotel Nikko Kansai Airport 
～9 月 21 日、10 月 11 日 特急ラピート車内で結婚式を挙げるカップルを募集します!～ 

 

新関西国際空港株式会社は、関西国際空港開港20周年と特急ラピート運行開始20周年を記念して、南海電

気鉄道株式会社と、ホテル日航関西空港との共同企画として、初めて特急ラピート車内での結婚式「特急ラピー

ト運行開始×関西国際空港開港 20 周年記念 ラピートから始まる二人の門出 Wedding Express Rapi:t bound 

for Hotel Nikko Kansai Airport」を企画し、挙式をされる新郎新婦を募集します。一生に一度の記念すべき日を、

アニバーサリーイヤーを迎えた特急ラピートが盛り上げます。 

 

○ 募集について 

期 間 ： 2014年 5月 14日（水）～6月 13日（金） 

お申込み方法 ： 電話またはホームページからホテル日航関西空港へ申込み 

募 集 組 数 ： 2組（9月 21日（日）、10月 11日（土）、各１組） 

      【お申し込み先】 ホテル日航関西空港 11 階スカイグリル「ジェットストリーム」 

       電話番号 072-455-1124（直通） 営業時間 14：30～21：30 

       ホテル日航関西空港ホームページ http://www.nikkokix.com （専用フォームあり） 

      ※関西国際空港ホームページ（http://www.kansai-airport.or.jp/play/ ）からのお申し込みも可能で  

        す。 

※応募者多数の場合、抽選を行います。 

当 選 発 表 ： 当選された方へホテル日航関西空港より連絡差し上げます。 

 

○ 挙式、披露宴について 

日    時 ： 2014年 9月 21日（日）、10 月 11日（土） ※各１組 

挙    式 ： 難波駅 11：30 発 ～ 関西空港駅 12：08 着 特急ラピート（１号車貸切） 

披 露 宴 ： 12：40～16：10 （於：ホテル日航関西空港 11階スカイグリル「ジェットストリーム」） 

     ＜特典（一例）＞ ・プロカメラマンによる、新婦のお支度（難波駅）から関西空港駅到着までの挙

 式の模様を撮影し、アルバムとして 1冊にまとめ 20周年の記念品としてお渡

 し差し上げます。 

 ・新郎新婦のお着替え室としてホテルスイートルームを用意します。そのまま

 当日の宿泊利用と、さらに翌朝の朝食バイキングも提供しますので、翌日に

 関西国際空港から新婚旅行へ出発することも可能です。 
 

○ 料   金     40名 133万円（挙式、披露宴） ※サービス料、税込 

※人数追加および打ち合わせ内容により、別途費用が発生します。 

※復路の交通費は含まれておりません。 
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 ○ 共   催     南海電気鉄道株式会社、ホテル日航関西空港、新関西国際空港株式会社 
 

※なお、南海電気鉄道株式会社、ホテル日航関西空港より、本日同内容の報道発表を行っております。 

   詳細については、別添の南海電気鉄道株式会社、ホテル日航関西空港のプレスリリースをご参照ください。 
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平成２６年５月１４日 

  

特急ラピート運行開始×関西国際空港開港２０周年記念  ラピートから始まる二人の門出 

Wedding Express Rapi:t bound for Hotel Nikko Kansai Airport 
9 月 21 日（日）・10 月 11 日（土）に特急ラピート車内で結婚式を挙げるカップルを募集します！  

 

南海電気鉄道株式会社（社長：亘 信二）は、関西国際空港開港２０周年と特急ラピート運行開始 

２０周年を記念して、ホテル日航関西空港（高橋 信行総支配人）と新関西国際空港株式会社(安藤 圭

一 CEO)との共同企画として、今般初めて特急ラピート車内での結婚式「特急ラピート運行開始×関西

国際空港開港２０周年記念 ラピートから始まる二人の門出 Wedding Express Rapi:t bound for 

Hotel Nikko Kansai Airport」を挙行し、挙式をする新郎新婦を募集します。一生に一度の記念すべ

き日を、アニバーサリーイヤーを迎えた特急ラピートが盛り上げます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細は別紙のとおりです。 

【資料提供先】 青灯クラブ・近畿電鉄記者クラブ 

※なお、関西空港記者会において本日、新関西国際空港株式会社から同内容の報道発表を行っています。 
 

本件についてのお問い合せは 

南海電気鉄道株式会社 総務部(広報担当) ０６-６６４４-７１２５ 

  

関西空港駅到着後、空港最高位のレストラ

ンスカイグリル「ジェットストリーム」(ホ

テル日航関西空港内)にて開催します 

 

  

難波発関西空港行き特急ラピートの 

１号車（先頭車両）を貸し切って執り行い

ます 

 

 

挙 式 披 露 宴 

ジェットストリーム 



 別 紙  

特急ラピート車内での結婚式 

「特急ラピート運行開始×関西国際空港開港２０周年記念 ラピートから始まる二人の門出  

Wedding Express Rapi:t bound for Hotel Nikko Kansai Airport」 

 

１．募集について 

 （１）期間 平成２６年５月１４日（水）～６月１３日（金） 

 （２）方法 電話またはホームページからホテル日航関西空港へ申込み 

 

    ホテル日航関西空港１１階スカイグリル「ジェットストリーム」 

    電話番号 ０７２－４５５－１１２４（直通）営業時間 １４：３０～２１：３０ 

    ホテル日航関西空港ホームページ http://www.nikkokix.com ※専用フォームあり 

 

    ※応募者多数の場合、抽選をいたします。 

 （３）当選発表 当選された方へホテルからご連絡いたします。 

 

２．挙式・披露宴について 

 （１）日時 平成２６年９月２１日（日）、１０月１１日（土）  

       挙式：難波駅１１：３０発 ～ 関西空港駅１２：０８着 

披露宴：１２：４０～１６：１０ 

    ※このほかの日程をご希望の場合についても、ご相談を承ります。 

（２）参列者受付場所 難波駅２階中央改札口前 

（３）内容 

   ①挙式 

難波駅１１時３０分発の特急ラピート１号車（先頭車両）を貸し切って執り行います。 

   ②披露宴 

飛び立つ飛行機や対岸のパノラマに広がる眺望が魅力のホテル日航関西空港最上階にある

スカイグリル「ジェットストリーム」で開催します。 

   ③特典(一例) 

◎新婦のお支度(難波駅)から関西空港駅到着までの挙式の模様をプロカメラマンによって撮

影し、アルバムとして１冊にまとめ２０周年の記念品としてお渡しします。 

    ◎新郎新婦のお着替え室としてホテルスイートルームをご用意。そのまま当日のご宿泊利用 

と、さらに翌朝の朝食バイキングもご提供しますので、新婚旅行への出発も可能です。 

 

３．料金 

  ４０人  １３３万円（挙式・披露宴） ※サービス料・税金込 

  ※人数追加および打ち合わせ内容によって、別途費用が発生します。 

  ※復路の交通費は含まれておりません。 

 

４．お客さまのお問い合わせ先 

ホテル日航関西空港１１階スカイグリル「ジェットストリーム」 

    電話番号 ０７２－４５５－１１２４(直通) 営業時間１４：３０～２１：３０ 

         ０７２－４５５－１１１１(代表) 

    ホテル日航関西空港ホームページ  

http://www.nikkokix.com  (専用問い合わせフォームもございます) 

以上 



 

 

資料ＮＯ．    
２０１４年(平成２６年)  5月  14日 

 
 
 

 

特急ラピート運行開始２０周年×関西国際空港開港２０周年記念   
ラピートから始まる二人の門出 

Wedding Express Rapi:t bound for Hotel Nikko Kansai Airport 
９月２１日・１０月１１日 特急ラピート車内で結婚式を挙げるカップルを募集します! 

 
今年９月に開港２０周年を迎える新関西国際空港株式会社(CEO:安藤 圭一)と特急ラピート運行開始から２０周

年の南海電気鉄道株式会社（社長：亘 信二）は、関西国際空港島内唯一のホテル、ホテル日航関西空港（総支配

人：髙橋 信行）と共同で、今般初めて特急ラピート車内での結婚式「特急ラピート運行開始２０周年×関西国際空

港開港２０周年記念 ラピートから始まる二人の門出 Wedding Express Rapi:t bound for Hotel Nikko Kansai Airport」

を企画し、挙式をする新郎新婦を募集します。一生に一度の記念すべき日を、アニバーサリーイヤーを迎えた特急

ラピートが盛り上げます。 
 
記 

１．挙式、披露宴について 

挙式：特急ラピート１号車 貸切 １１：３０難波駅発 ～ １２：０８関西空港駅着  約３０分間 

披露宴： ホテル日航関西空港 11F スカイグリル｢ジェットストリーム｣ 
 

２．料金    ４０名  １３３万円（挙式・披露宴） ※サービス料・税金込 

※挙式・披露宴費用一式を含みますが、追加人数および打ち合わせ内容により、別途費用が発生します 

※復路の交通費は含まれていません。 
 

３．内容について    

  ①挙式 難波駅構内控え室にて新郎、新婦はタキシード、ドレスに着替え特急ラピートの１号車にて執り行います 

          ※難波駅～関西空港駅間で実施、片道運賃・特急料金を含みます 

※挙式は人前式スタイル、宣誓や指輪交換など司会により進行いたします 

  ②披露宴  空港島内最高位のレストラン スカイグリル「ジェットストリーム」 

          ※洋食コース料理、飲料、ウエディングテーブル、生ケーキ入刀、会場費、等を含みます  

③その他特典(一例) 

・挙式の模様を撮影しアルバムとして１冊にまとめ２０周年の記念品としてお渡しいたします 

・新郎新婦のお着替え室としてホテルスイートルームをご用意。そのまま当日のご宿泊利用と、 

さらに翌朝の朝食バイキングもご提供しますので、新婚旅行への出発も可能です 
   

４．募集について 

  平成２６年５月１４日～６月１３日までに、電話またはホームページからホテル日航関西空港へ申込み 

※応募者多数の場合、抽選を行います  ※ご検討されるお二人へのご説明などご希望の方は、ホテルにて受付 
 

<ご予約・お問い合わせ先> ホテル日航関西空港１１階スカイグリル「ジェットストリーム」 

電話番号０７２－４５５－１１２４(直通) ０７２－４５５－１１１１(代表)  http://www.nikkokix.com (専用フォームあり) 

※なお、南海電気鉄道株式会社・新関西国際空港株式会社より、本日同内容の報道発表を行っております。  

<ホテル日航関西空港について> 

1995年6月開業 客室数 576室。 関西国際空港島内唯一のホテルとして旅客ターミナルビル、JR・南海電鉄｢関西空港駅｣に

直結し利便性が高く、旅行やビジネスの多くのお客様にご利用いただいています。 

《ニュースリリースに関するお問い合わせ先 》 

ホテル日航関西空港 営業部 企画グループ  池田・吉本 

〒５４９-０００１ 大阪府泉佐野市泉州空港北１番地(関西国際空港内) 

TEL.０７２-４５５-９８０３(直通) FAX.０７２-４５５-１１５４(直通) 

mailto:planning@nikkokix.co.jp    URL:http://www.nikkokix.com 

南海電気鉄道株式会社 新関西国際空港株式会社 ホテル日航関西空港 共同企画 

 


