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スマイルスペシャル KIX-ITM 2014 
～感謝をこめてスペシャルな空港イベントが目白押し！～ 

 

 2014年、おかげさまで関西国際空港（KIX）は 20周年、大阪国際空港（ITM）は 75周年を迎えます。  

2つの空港がそろって迎えたスペシャルな年に、地域の皆様、お客様、いつも支えてくださるすべての皆

様に感謝の気持ちをお届けし、共に笑顔になっていただけたら-。 

 そんな想いをこめて 「スマイルスペシャル KIX-ITM 2014」 と名づけ、様々なイベントを開催します。 

笑顔が連なるスペシャルなひとときを、両空港でお楽しみください。 

 

○ 名 称  「スマイルスペシャル KIX-ITM 2014」 

 

○ 期 間  [夏] 2014年 7月～9月末  [秋] 2014年 10月～11月末 

 

   ○ スマイルスペシャル 2014夏  

内 容 （一部抜粋）  ※概要は別添資料をご覧ください。 

       【 「ラ・ソーラ」小学生写生大会 】 [ 7月 23日（水）～ 25日（金） ]  

  ≪大阪空港 展望デッキ「ラ・ソーラ」≫ 

          【 関空夏まつり 】           [ 8月 30日（土）・31日（日） ] 

 ≪関西空港 南北広場、ホテル日航関西空港≫ 

       【 記念展示「感謝をこめて－2つの空港の軌跡」 】 [ 8月 12日（火）～10月 12日（日）] 

                       ・ 関西空港 [ 8月 12日（火）～ 9月 11日（木） ] 

                                  ≪第 1 ターミナルビル 2階「KIXギャラリー」≫ 

                       ・ 大阪空港 [ 9月 13日（土）～10月 12日（日） ] 

                                  ≪中央ブロック 3階ギャラリー≫ 

          【 ITM就航地物産フェスタ 】    [ 8月 30日（土）・31日（日） ]     

                                  ≪大阪空港 展望デッキ「ラ・ソーラ」≫ 

          【 関西国際空港 開港記念日イベント 】 

                      ・  KIX成人式          [ 9月 4日(木)   9:00～10:00 ] 

                          ≪第 1 ターミナルビル 4階国際線出発ロビー≫ 

                       ・  Cool Japanでお出迎え  [ 9月 4日（木） 11:00～12:00 ] 

                                 ≪第 1 ターミナルビル 1階国際線到着ロビー≫ 

          【 関空・泉州グルメフェスタ 】 [ 9月 6日（土） 10:00～17:00 ] 

                                ≪関西空港 南広場、旅の広場、展望ホール Sky View≫ 

 

 

関西国際空港 20周年 

大阪国際空港 75周年 記念 
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○ スマイルスペシャル 2014秋 

内 容 （一部抜粋）  ※詳細は後日ニュースリリースにて発表します。 

  【スマート愛ランドフェスティバル】 [ 2014年 10月 4日（土）・5日(日) ] 

≪関西空港 2期島、展望ホール Sky View 他≫ 

          【ナンバーワンフェスタ＆ゑぇじゃないか祭り】 [ 2014年 10月 19日（日）] 

≪関西空港 南広場、展望ホール Sky View 他≫ 

          【ITMエアポートジャズフェスティバル】 [ 2014年 10月 25日（土） ] 

≪大阪空港 展望デッキ「ラ・ソーラ」≫   

          【クールジャパン プロモーション】 [ 2014年 10月・11月 ] 

                              ≪関西空港 南広場、 

第 1 ターミナルビル 2階「KIXギャラリー」≫ 

          【翼コン ～空港で街コン～】    [ 2014年 11月 29日（土） ] 

                      ≪関西空港 

ホテル日航関西空港、展望ホール Sky View≫ 

 

   ○ 関西国際空港 20周年×大阪国際空港 75周年記念 特設サイト [ 7月 14日 開設 ] 

        「スマイル スペシャル 2014」イベントカレンダーや記念コラボ企画、関西空港 第 1 

ターミナルビル リノベーション、2つの空港の歩みなど、周年にまつわる様々な情報を

まとめてお届けします。 

         周年記念特設サイト[ URL ] http://www.kansai-airport.or.jp/special/              

     

             

 

   

  

               



KIX（関西国際空港） ITM（大阪国際空港）共通

タイトル 構成 開催日 開催時間 開催場所 概要

KIX20周年 ITM75周年記念展示
「感謝をこめて-２つの空港の軌跡」

(KIX)８月12日(火)～9月11日(木)
(ITM)9月13日(土)～10月12日(日)

（KIX）終日
（ITM）6:00～22:00

（KIX）第１ターミナルビル
         2階中央KIXギャラリー
（ITM）中央ブロック3階
      　 ギャラリー

おかげさまで今年20周年の関西国際空港と75周年大阪国際空港のこれまでの歩みについて、パネルや動画等を
使って紹介します。

　・　平成26年度関西国際空港
　　　空の日記念事業
　　　開港20周年記念イベント

(KIX)9月20日(土) 10:00～16:00
（KIX）関空展望ホール
　　　 「Sky View」

イベント内容（予定）：
航空教室、GSE（航空機地上支援）車両展示、海上保安航空基地・展示訓練見学、空の日キャラクター集合、模
擬制服写真撮影会、大阪府警察音楽隊による演奏　など

　・　大阪国際空港空の日
　　　エアポートフェスティバル2014

(ITM)9月28日(日) 10:00～16:00
（ITM）展望デッキ、星の間、
　　　宙の間、格納庫等

イベント内容（予定）：
格納庫見学、航空教室、模擬制服写真撮影会、モノレール車両等の展示、着ぐるみ登場、ダンスフェスティバル、
中学生ブラスバンド演奏、オリジナルグッズ販売　など

KIX（関西国際空港）

タイトル 構成 開催日 開催時間 開催場所 概要

開催中～9月７日(日) ８:00～22:00
関空展望ホール
「Sky View」

エアバスの魅力をご紹介！ポスター展やトークショー、シミュレーターゲーム、塗り絵大会、メガ盛りフェア等、
内容は盛りだくさん。また、期間限定でアシアナ航空とシンガポール航空が、世界最大の旅客機A380を就航。
すでに昨年12月より毎日就航中のタイ国際航空とあわせて3社のA380の迫力を楽しめます！

　 ・　エアバス展 7月23日(水)～８月10日(日) 終日 KIXギャラリー
世界最大の旅客機A380を製造するエアバス社と、この夏A380を就航するアシアナ航空、シンガポール航空、
タイ国際航空の魅力をご紹介。

  NO DANCE NO LIFE in KIX 8月２日(土) 16:30～20:00 南広場 泉州地域の中学・高校のダンス部員を中心とするダンサー達が熱いステージパフォーマンスを繰り広げます。

  大阪メチャハピー祭　in KIX 8月３日(日) 11:00～17:00 南広場
大阪の踊りの祭典、大阪メチャハピー祭のKIXステージです。
「子どもの笑顔日本一へ！」を目標に掲げ、 10月「本祭」大阪城ホールのファイナルステージへの出場権をかけ
て踊り舞い、会場を盛り上げます。

KIX DANCE！DANCE！FESTIVAL 8月23日(土) 　　　12:00～1８:00 南広場
ダンス界で大人気の北原聡子先生率いるダンススクール「Dance Studio ZEAL」やその他スタジオ合同による
Dance ShowとALL KIX DANCE CONTESTに惜しくも応募多数で出場できなかったチームの熱いステージを
お届けします！

　 ・　逸品縁日
関西空港駅

コンコース周辺
日本各地の全国各地の逸品グルメを集めた「うまいもん」屋台がKIXに大集合。関西国際空港の国内就航地からの
逸品も登場。ほんもののおいしさをお届けします。

 　・　ステージイベント 北広場
関西出身のバンド「アイカワラズミー」によるKIX20周年記念ソングの披露や南紀「おやじバンド」によるス
テージ、とってもかわいい彦根市の『ひこにゃん』や熊本県の『くまモン』と、各地の『ご当地キャラ』たちも遊
びに来ます。

 　・　ポケモンセンターなつまつり
         in KIX

ホテル日航関西空港内
関西空港会議場

楽しく遊べるミニアトラクションやビンゴ、物販コーナーでは人気のポケモンセンターオリジナル商品を販売しま
す。ピカチュウも遊びにやってきます！

 　・　第11回
         ALL KIX DANCE CONTEST

1０:00～1８:00 南広場
第11回目を迎え、毎年参加希望者殺到のダンスコンテスト。キッズ＆ジュニアの部と一般の部とに分かれ、両日
ともに熱い熱いダンスが繰り広げられます！乞うご期待！

　 ・　KIX成人式 9:00～10:00
第１ターミナルビル

４階 国際線出発ロビー
二十歳になって、大人の仲間入りをした関西国際空港。晴れ着で梅酒を振る舞い、お客様にもお祝いいただきま
す。

　 ・　Cool Ｊapanでお出迎え 11:00～12:00
第１ターミナルビル

１階 国際線到着ロビー
関西国際空港開港20周年の感謝の気持ちを込めて、お客様に記念グッズをお配りします。

KIX20 ITM75記念
　ガンバ大阪スペシャルマッチ

9月３日(水)もしくは9月7日(日) 未定 万博記念競技場
関西国際空港開港20周年、大阪国際空港開場75周年記念試合を開催。
関西国際空港と大阪国際空港はガンバ大阪を応援します！！

関空・泉州グルメフェスタ 9月6日(土) 10:00～17:00
南広場、旅の広場、

関空展望ホール
「Sky View」

関西空港の地元、泉州が誇るグルメや特産品、ご当地キャラクターの登場など盛りだくさんのイベントをお楽しみ
いただけます。また、月に2回開催している「ＫＩＸマルシェ」も同時間特別開催します。

～ うごく　のれる　ふれる ～
わくわく恐竜展 in KIX

9月13日(土)～15日(月・祝） 10:00～17:00 南広場/KIXギャラリー
大迫力の恐竜がＫＩＸに出現！いろんな恐竜と写真を撮ったり、本物の化石にも触れてみよう。ＫＩＸで恐竜の世
界をお楽しみください！
主催：関西国際空港テナント連絡協議会

堺・アセアンウィーク展 9月17日(水)～24日(水)
終日

※9/24は12時まで
KIXギャラリー

10月6日～19日に開催される「堺・アセアンウィーク」開催に先駆け、イベントを紹介するプレ写真展を開催。
「堺とアセアンの交流」、「堺・アセアンウィークとは」をテーマにした写真パネルを展示します。

伊賀市「忍者」トリックアートパネル設置 7月1日(火)～9月7日(日) 終日
第１ターミナルビル

１階中央　特設スペース

世界中から注目をされている「忍者」及び忍者発祥の地となる「伊賀市」のＰＲを目的として、トリックアートパ
ネルを期間限定で設置します。7月24日・31日、８月7日・30日には伊賀市より忍者・くノ一が登場して写真
撮影会を実施します。

ITM（大阪国際空港）

タイトル 構成 開催日 開催時間 開催場所 概要

AIRPORT LIVE「ＬｕｃｋＤｕｃｋ」 7月１８日(金) 20:05～21:00
北ターミナル１階
ロビーステージ

ハイトーンが持ち味の佐々木慎介と太く芯のある歌声が魅力の北川達也の２人組。異色のヴォイスが混ざり合う瞬
間、躍動の時が始まります。
＊入場無料・事前申し込み不要

第１５回「ラ・ソーラ」小学生写生大会 7月２３日(水)～7月２５日(金)
（受付時間）8:30～13:00
（提出時間）15:00まで

ターミナル４階屋上展望デッ
キ「ラ・ソーラ」

空港周辺地域から多くの小学生が参加し、屋上展望デッキ「ラ・ソーラ」で「飛行機や空港で働く人」を元気いっ
ぱい画用紙いっぱいに描いてくれます。（昨年は９５２名参加）
＊参加資格：小学生（保護者同伴）、参加無料・事前申し込み不要

ITM就航地物産フェスタ 8月30日(土)～8月31日(日) 10:00～17:00
南ターミナル４階屋上展望

デッキ「ラ・ソーラ」
大阪国際空港の就航地や周辺市・航空会社の魅力溢れる物産、屋台ブースが展望デッキに大集合！大阪国際空港マ
スコットキャラクター「そらやん」などが登場するステージイベントも開催します！

その他

≪ スマイルスペシャル　ＫＩＸ－ＩＴＭ 2014 夏　７月～９月　概要一覧　≫

関空夏まつり 8月30日(土)～31日(日)

1０:00～17:00

夏の大エアバスフェアin Sky View

9月4日(木)関西国際空港 開港記念日イベント

ＫＩＸ－ＩＴＭ空の日イベント



スマイルスペシャル
KIXーITM 2014 夏



※イベント内容につきましては今後変更となる可能性がございます。


