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関西国際空港 20周年 

大阪国際空港 75周年 記念 

 

 

「KIXスマート愛ランドフェスティバル」開催！ 
～環境先進空港をテーマにした環境イベントを初開催！～ 

 

関西国際空港(KIX)では、10月 4日（土）、5日（日）、「スマイルスペシャル KIX-ITM 2014」の

一環として「KIXスマート愛ランドフェスティバル」を開催します。人と地球にやさしい「スマー

ト」な環境先進空港をめざす関西国際空港で、子供から大人まで参加できるイベントを通じて楽

しく身近に環境の取り組みを体験していただけます。 

水素と飛行機をテーマにした小学生向けの環境学習や水素自動車などのエコカー展示に加え、

普段は立ち入ることのできないエリアでのウォーキングや駅伝大会、ドラゴンボート大会といっ

たスポーツイベント、さらに、アジアの空港では最大級のソーラー発電所を間近で見学できる「わ

くわく見学プラン・スマート愛ランドコース」も増便運行します（４日のみ）。 

詳細は以下の特設サイトをご覧ください！ 

KIXではさまざまなイベントを通じて地域と共生した人と地球にやさしい「スマート」な環境先

進空港をめざし取り組みを進めてまいります。 

 

 

 

○ 名   称  「KIXスマート愛ランドフェスティバル」 

 

○ 期   間  2014 年 10月 4日（土）～2014 年 10月 5日（日） 

 

○ 開催場所  環境学習      ： 展望ホール会場 

スポーツイベント  ： KIXそらぱーく会場 

 ※展望ホール会場は 10月 4日のみの開催となります。 

 

○参加方法  以下記載の「KIXスマート愛ランドフェスティバル 特設サイト」にて 

ご確認ください。 

 

KIXスマート愛ランドフェスティバル 特設サイト [8 月 14 日 開設] 

【URL】 http://www.kansai-airport.or.jp/special/event/smartisland.html 
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○ 開催マップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○開催イベント一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イベント名 内容 主催／共催 場所

サイエンス教室①
水素・燃料電池教室

小学校高学年を対象に楽しく水素エネル
ギーや水素を原料とした燃料電池などにつ
いて学んでもらえるサイエンス教室です！

主催：新関西国際空港(株)
共催：岩谷産業（株）、
　　　　トヨタ自動車(株)

展望ホール会場

サイエンス教室②
飛行機教室

小学校高学年を対象に高度１万メートルから
の地球環境の変化や航空機による二酸化
炭素排出量削減の取り組みなどを楽しく紹
介するサイエンス教室です。

主催：新関西国際空港(株)
共催：日本航空(株)

展望ホール会場

エコカー展示
環境に配慮したエコカーが関空展望ホール
「Sky  View」に集結！間近でエコカーをご覧
いただけます。

主催：新関西国際空港(株)
共催：トヨタ自動車(株)、(株)豊田
　　　　自動織機、 岩谷産業(株)、
　　　　マツダ(株)

展望ホール会場

環境展示

KIXでの環境保全の取り組みについてパネ
ル展示やクイズシステムにより楽しくエコに
ついて学べます。また、飛行機の実音体験も
可能です。

主催：新関西国際空港(株) 展望ホール会場

スマート愛ランド展
環境先進空港をめざすKIXでの環境への取
組みを分かりやすくパネルにまとめて展示し
ます。

主催：新関西国際空港(株) 展望ホール会場

わくわく見学プラン
（スマート愛ランドコース）

土日祝の各日２便運行のスマート愛ランド
コースが４便に増発！ 主催：新関西国際空港(株) 展望ホール会場

ＫＩＸマルシェ
地元（泉州・和歌山）から直送された新鮮な
野菜や果物を直に買える「ＫＩＸマルシェ」をＫＩ
Ｘそらパークで行います。

主催：新関西国際空港(株) ＫＩＸそらぱーく会場

JTB地球いきいきプロジェクト
空港における環境保全活動についてのセミ
ナーを実施し、空港内にある環境センター等
を見学する、環境教育活動です。

主催：株式会社ＪＴＢ西日本
展望ホール会場
ＫＩＸそらぱーく会場

ＫＩＸエアポート駅伝＆ＲＵＮ

ＫＩＸそらぱーくから普段は立ち入ることの出

来ない特別管理エリア内で駅伝を開催！
主催：産経新聞社 展望ホール会場

イベント名 内容 主催／共催 場所

スマート愛ランド展
環境先進空港をめざすKIXでの環境への取
組みを分かりやすくパネルにまとめて展示し
ます。

主催：新関西国際空港(株) 展望ホール会場

ＫＩＸマルシェ
地元（泉州・和歌山）から直送された新鮮な
野菜や果物を直に買える「ＫＩＸマルシェ」をＫＩ
Ｘそらパークで行います。

主催：新関西国際空港(株) ＫＩＸそらぱーく会場

ドラゴンボート大会

自然豊かな親水緑地を背景に海外チームを
はじめ、約５０チームが熱い戦いを繰り広げ
る国内最大級規模の大会です。

主催：KIXドラゴンボート大会実行委員会 ＫＩＸそらぱーく会場

開港20周年特別企画　ＥＣＯ
ミニウォーキング

普段は立ち入ることの出来ない特別管理エ
リア内の太陽光発電施設「ＫＩＸメガソーラー」
を歩いてめざします。 主催：南海電気鉄道（株） ＫＩＸそらぱーく会場

イベント名 内容 主催／共催 場所

モット・キットとエコめぐり

大阪府民対象の環境学習・イベントなど、府
内各地で行われる環境イベントを府民のみ
なさまにスタンプラリー形式で楽しくめぐって
いただき、抽選商品に応募できるイベントで
す。

主催：大阪府
展望ホール会場
ＫＩＸそらぱーく会場

10月4日（土）のイベント

10月5日（日）のイベント

その他

イベント名 内容 主催／共催 場所

サイエンス教室(1)

水素・燃料電池教室

要事前予約(定員に達し次第受付を終了)

小学校高学年を対象に楽しく水素エネルギーや水

素を原料とした燃料電池などについて学んでもら

えるサイエンス教室です！

主催：新関西国際空港(株)

共催：岩谷産業（株）

　　　トヨタ自動車(株)

展望ホール会場

サイエンス教室(2)

飛行機教室

要事前予約(定員に達し次第受付を終了)

小学校高学年を対象に高度１万メートルから見た

地球環境の変化や航空機による二酸化炭素排出量

削減の取り組みなどを楽しく日本航空のパイロッ

トが紹介するサイエンス教室です。

要事前予約（定員に達し次第受

付を終了させて頂きます）
展望ホール会場

エコカー展示

環境に配慮したエコカーが関空展望ホール「Sky

View」に集結！間近でエコカーをご覧いただけま

す。

主催：新関西国際空港(株)

共催：トヨタ自動車(株)

　　　 岩谷産業(株)

　　　 マツダ(株)

展望ホール会場

環境展示

KIXでの環境保全の取り組みについてパネル展示

やクイズシステムにより楽しくエコについて学べ

ます。また、飛行機の実音体験も可能です。

主催：新関西国際空港(株) 展望ホール会場

スマート愛ランド展
環境先進空港をめざすKIXでの環境への取組みを

分かりやすくパネルにまとめて展示します。
主催：新関西国際空港(株) 展望ホール会場

わくわく見学プラン

（スマート愛ランドコース）

要事前予約(定員に達し次第受付を終了)

土日祝の各日2便運行のスマート愛ランドコース

が4便に増発！
主催：新関西国際空港(株) 展望ホール会場

ＫＩＸマルシェ

地元（泉州・和歌山）から直送された新鮮な野菜

や果物を直に買える「KIXマルシェ」をKIXそら

パークで行います。

主催：新関西国際空港(株) ＫＩＸそらぱーく会場

JTB地球いきいきプロジェクト

要事前予約(定員に達し次第受付を終了)

空港における環境保全活動についてのセミナーを

実施し、空港内にある環境センター等を見学す

る、環境教育活動です。

主催：株式会社ＪＴＢ西日本
展望ホール会場

ＫＩＸそらぱーく会場

ＫＩＸエアポート駅伝＆ＲＵＮ

要事前予約(定員に達し次第受付を終了)

KIXそらぱーくから普段は立ち入ることの出来な

い特別管理エリア内で駅伝を開催！

主催：サンケイスポーツ

　　　産経新聞社
ＫＩＸそらぱーく会場

10月4日（土）のイベント

イベント名 内容 主催／共催 場所

サイエンス教室(1)

水素・燃料電池教室

要事前予約(定員に達し次第受付を終了)

小学校高学年を対象に楽しく水素エネルギーや水

素を原料とした燃料電池などについて学んでもら

えるサイエンス教室です！

主催：新関西国際空港(株)

共催：岩谷産業（株）

　　　トヨタ自動車(株)

展望ホール会場

サイエンス教室(2)

飛行機教室

要事前予約(定員に達し次第受付を終了)

小学校高学年を対象に高度１万メートルから見た

地球環境の変化や航空機による二酸化炭素排出量

削減の取り組みなどを楽しく日本航空のパイロッ

トが紹介するサイエンス教室です。

主催：新関西国際空港(株)

共催：日本航空
展望ホール会場

エコカー展示

環境に配慮したエコカーが関空展望ホール「Sky

View」に集結！間近でエコカーをご覧いただけま

す。

主催：新関西国際空港(株)

共催：トヨタ自動車(株)

　　　 岩谷産業(株)

　　　 マツダ(株)

展望ホール会場

環境展示

KIXでの環境保全の取り組みについてパネル展示

やクイズシステムにより楽しくエコについて学べ

ます。また、飛行機の実音体験も可能です。

主催：新関西国際空港(株) 展望ホール会場

スマート愛ランド展
環境先進空港をめざすKIXでの環境への取組みを

分かりやすくパネルにまとめて展示します。
主催：新関西国際空港(株) 展望ホール会場

わくわく見学プラン

（スマート愛ランドコース）

要事前予約(定員に達し次第受付を終了)

土日祝の各日2便運行のスマート愛ランドコース

が4便に増発！
主催：新関西国際空港(株) 展望ホール会場

ＫＩＸマルシェ

地元（泉州・和歌山）から直送された新鮮な野菜

や果物を直に買える「KIXマルシェ」をKIXそら

パークで行います。

主催：新関西国際空港(株) ＫＩＸそらぱーく会場

JTB地球いきいきプロジェクト

要事前予約(定員に達し次第受付を終了)

空港における環境保全活動についてのセミナーを

実施し、空港内にある環境センター等を見学す

る、環境教育活動です。

主催：株式会社ＪＴＢ西日本
展望ホール会場

ＫＩＸそらぱーく会場

ＫＩＸエアポート駅伝＆ＲＵＮ

要事前予約(定員に達し次第受付を終了)

KIXそらぱーくから普段は立ち入ることの出来な

い特別管理エリア内で駅伝を開催！

主催：サンケイスポーツ

　　　産経新聞社
ＫＩＸそらぱーく会場

10月4日（土）のイベント
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○開催イベント一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 協    賛 (株)島精機製作所、(株)大林組、(株)竹中工務店、ダイキン工業(株)、 

サントリーホールディングス(株)、 三菱電機(株) 

※8月 14日現在 

 

 

 

 

イベント名 内容 主催／共催 場所

サイエンス教室①
水素・燃料電池教室

小学校高学年を対象に楽しく水素エネル
ギーや水素を原料とした燃料電池などにつ
いて学んでもらえるサイエンス教室です！

主催：新関西国際空港(株)
共催：岩谷産業（株）、
　　　　トヨタ自動車(株)

展望ホール会場

サイエンス教室②
飛行機教室

小学校高学年を対象に高度１万メートルから
の地球環境の変化や航空機による二酸化
炭素排出量削減の取り組みなどを楽しく紹
介するサイエンス教室です。

主催：新関西国際空港(株)
共催：日本航空(株)

展望ホール会場

エコカー展示
環境に配慮したエコカーが関空展望ホール
「Sky  View」に集結！間近でエコカーをご覧
いただけます。

主催：新関西国際空港(株)
共催：トヨタ自動車(株)、(株)豊田
　　　　自動織機、 岩谷産業(株)、
　　　　マツダ(株)

展望ホール会場

環境展示

KIXでの環境保全の取り組みについてパネ
ル展示やクイズシステムにより楽しくエコに
ついて学べます。また、飛行機の実音体験も
可能です。

主催：新関西国際空港(株) 展望ホール会場

スマート愛ランド展
環境先進空港をめざすKIXでの環境への取
組みを分かりやすくパネルにまとめて展示し
ます。

主催：新関西国際空港(株) 展望ホール会場

わくわく見学プラン
（スマート愛ランドコース）

土日祝の各日２便運行のスマート愛ランド
コースが４便に増発！ 主催：新関西国際空港(株) 展望ホール会場

ＫＩＸマルシェ
地元（泉州・和歌山）から直送された新鮮な
野菜や果物を直に買える「ＫＩＸマルシェ」をＫＩ
Ｘそらパークで行います。

主催：新関西国際空港(株) ＫＩＸそらぱーく会場

JTB地球いきいきプロジェクト
空港における環境保全活動についてのセミ
ナーを実施し、空港内にある環境センター等
を見学する、環境教育活動です。

主催：株式会社ＪＴＢ西日本
展望ホール会場
ＫＩＸそらぱーく会場

ＫＩＸエアポート駅伝＆ＲＵＮ

ＫＩＸそらぱーくから普段は立ち入ることの出

来ない特別管理エリア内で駅伝を開催！
主催：産経新聞社 展望ホール会場

イベント名 内容 主催／共催 場所

スマート愛ランド展
環境先進空港をめざすKIXでの環境への取
組みを分かりやすくパネルにまとめて展示し
ます。

主催：新関西国際空港(株) 展望ホール会場

ＫＩＸマルシェ
地元（泉州・和歌山）から直送された新鮮な
野菜や果物を直に買える「ＫＩＸマルシェ」をＫＩ
Ｘそらパークで行います。

主催：新関西国際空港(株) ＫＩＸそらぱーく会場

ドラゴンボート大会

自然豊かな親水緑地を背景に海外チームを
はじめ、約５０チームが熱い戦いを繰り広げ
る国内最大級規模の大会です。

主催：KIXドラゴンボート大会実行委員会 ＫＩＸそらぱーく会場

開港20周年特別企画　ＥＣＯ
ミニウォーキング

普段は立ち入ることの出来ない特別管理エ
リア内の太陽光発電施設「ＫＩＸメガソーラー」
を歩いてめざします。 主催：南海電気鉄道（株） ＫＩＸそらぱーく会場

イベント名 内容 主催／共催 場所

モット・キットとエコめぐり

大阪府民対象の環境学習・イベントなど、府
内各地で行われる環境イベントを府民のみ
なさまにスタンプラリー形式で楽しくめぐって
いただき、抽選商品に応募できるイベントで
す。

主催：大阪府
展望ホール会場
ＫＩＸそらぱーく会場

10月4日（土）のイベント

10月5日（日）のイベント

その他

イベント名 内容 主催／共催 場所

ＫＩＸマルシェ

地元（泉州・和歌山）から直送された新鮮な野菜

や果物を直に買える「KIXマルシェ」をKIXそら

パークで行います。

主催：新関西国際空港(株) ＫＩＸそらぱーく会場

ドラゴンボート大会

要事前予約(定員に達し次第受付を終了)

自然豊かな親水緑地を背景に海外チームをはじ

め、約50チームが熱い戦いを繰り広げる国内最大

級規模の大会です。

主催：KIXドラゴンボート大会

実行委員会
ＫＩＸそらぱーく会場

開港20周年特別企画

ＥＣＯミニウォーキング

普段は立ち入ることの出来ない特別管理エリア内

の太陽光発電施設「KIXメガソーラー」を歩いて

めざします。

主催：南海電気鉄道（株） ＫＩＸそらぱーく会場

イベント名 内容 主催／共催 場所

モット・キットとエコめぐり

大阪府民対象の環境学習・イベントなど、府内各

地で行われる環境イベントを府民のみなさまにス

タンプラリー形式で楽しくめぐっていただき、抽

選商品に応募できるイベントです。なお、大阪府

民以外の方もご参加いただけます。

主催：大阪府
展望ホール会場

ＫＩＸそらぱーく会場

10月5日（日）のイベント

その他


