2025年 国際博覧会を大阪・関西へ

関西産業観光博覧会
You can experience the wonder of Kansai’s regional industry, cuisine,
sake and stage performances.
関西地域の魅力を、産業、グルメ、日本酒やステージイベントで体感できます！

from October 27 (Fri)
to October 30 (Mon),2017

DATE

平成29年10月27日（金）〜10月30日（月）

PLACE

Kansai International Airport:
Station Concourse,
Event space (1st and 2nd floor of Terminal1)
関西国際空港 駅コンコース、
第1ターミナル 1階・2階イベントスペース

Opening Ceremony
オープニングセレモニー

DATE
PLACE

NAMBA

RINKU TOWN
IZUMISANO

October 27(Fri),2017 10:00~
平成29年10月27日（金）10：00〜

Kansai International Airport: Event space(1st floor of Terminal1)
関西国際空港 第1ターミナル 1階イベントスペース

主催：中小機構 近畿 近畿経済産業局
協力：関西広域連合
（滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・徳島県・京都市・大阪市・堺市・神戸市）
、
福井県、
三重県、
関西経済連合会、
関西観光本部、
関西国際空港全体構想促進協議会、
関西エアポート株式会社、
西日本旅客鉄道株式会社、
南海電気鉄道株式会社、
INVEST関西会議
（関西経済連合会・関西商工会議所連合会・ジェトロ大阪本部）
、
近畿総合通信局、
大阪国税局、
近畿農政局、
近畿運輸局

関西産業観光博覧会
I’m waiting
for you too!
ボクも
待ってるよ！

Opening Ceremony
博覧会の開催を告げるセレモニーを盛大に開催!!

PLACE

It is capable of walking, dancing and talking.
It is a robot that can understand what you say!

会話したり、歩いたり、踊ったり。話がわかるロボットです。

Great entertainment and ceremony for the opening of exhibition!!
DATE

RoBoHoN, a mobile robot

モバイル型ロボット ロボホン

オープニングセレモニー

MAP

第1ターミナルビル1階国際線到着フロア
税関 検査場

October 27(Fri),2017 10:00~

北到着口

平成29年10月27日（金）10：00〜

Kansai International Airport: Event space(1st floor of Terminal1)
A

B

団体バス
（北）
のりば

関西国際空港 第1ターミナル 1階イベントスペース

南到着口

会場

2Fへ

C

H

リムジンバスのりば Limousine Bus Stops

団体バ
（南）
の

タクシ

Corners for Display and Experience

一般車

展示･体験コーナー

Limited-time booths of industry,foods and alcohol in the Kansai region
期間限定で関西各地の産業・食・お酒や見どころをブースでPR！
DATE

from October 27(Fri)
to October 30(Mon)
平成29年10月27日（金）〜10月30日（月）

❷

税関 検査場

空港周辺 Arrival
Domestic

ANAカウンター

ANA counter

海の京都DMO

海洋堂
一般車のりば

お問い合せ
to contact

Meet the mascot character
Funayan, try out the
singing sand and make silk
accessories.

海鮮マーケット「とれとれ市
場」で 取り扱ってい る加 工
品の試 食・販 売や南紀白浜
の観光案内を行います。

ちりめん 小物づくり体験や
鳴き砂体験のほか、マスコッ
トキャラクター「ふなやん」
も登場します。

〜 Kansai Industrial Tourism Expo office 〜

JAL counter

P4
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会場

関西空港駅
Kansai Airport st.

エアロプラザ
ホテル日航関西空港

KAIYODO

We are not only a retail
store but a tourist
information center about
Shirahama.

関西産業観光博覧会 事務局

JAL カウンター

KIX Gallery

団体バス
（南）
のりば

とれとれ市場（南紀白浜）

OSAKA REGIONAL TAXATION BUREAU,
JAPAN SAKE AND SHOCHU MAKERS
ASSOCIATION KINKI BRANCH
大阪国税局、日本酒造組合中央会近畿支部

Introducing regional Japanese
sake from Fushimi in Kyoto and
Nada in Hyogo as well as offering
samples of sake and other drinks.
京都･伏見や兵庫･灘など関西各地にある酒蔵
を紹介。また、日本酒等の試飲も実施します。

ロボホン出演協力：シャープ株式会社、株式会社JTB西日本、株式会社リコー、株式会社GEN

KIX ギャラリー

会場

H

リムジンバスのりば Limousine Bus Stops

堺 の伝 統 産業品の紹介・販 売と、
お香づくり体験、包丁研ぎ実演を
行います。

26

Terminal 1 Building

South Square

会場

ホテル送迎
バスのりば
（S12）

タクシーのりば

Introducing and selling various
traditional goods from the Sakai
region, offering an incense
making experience and a live
knife sharpening demonstration.

25

第1ターミナルビル

国内線到着

南到着口

KYOTO BY THE SEA DMO

SAKAI CITY TRADITIONAL CRAFTS MUSEUM

24

23

旅客ターミナルビル2階イベントスペース
（KIXギャラリー前）
第1ターミナルビル2階国内線出発・到着フロア 関西国際空港 駅コンコース

TORETOREICHIBA

堺伝統産業会館

22

南広場

団体バス
（北）
のりば

旅客ターミナルビル1階イベントスペース
（インフォメーションセンター前）
第1ターミナルビル1階国際線到着フロア

21

North Square

関西国際空港 駅コンコース、
第1ターミナル
A 1階・2階イベントスペース
B C

20

北広場

2Fへ

19

North
Departures

Kansai International Airport:
Station Concourse, 北到着口
Event space (1st and 2nd floor of Terminal1)

18

北出発

PLACE

MAP

Offering a place to see
and interact with various
figurines.
フィギュアのサンプルをご覧
いただける展 示コーナーと
フィギュアのおさわりコー
ナーを実施。

JAPAN TATEDO ASSOCIATION
一般社団法人日本殺陣道協会

Offering a chance to partake
in a shuriken throwing
experience as well as take
memorial photos dressed as
a ninja or samurai.
外国人に大人気の手裏剣体験
や侍・忍者のなりきり記念撮影
会を開催します。

※出展予定PRブースの一部です。※内容は事前の告知なく変更する場合がございます。

〒530-0002 大阪市北区曽根崎新地1-3-16 京富ビル6F（株式会社プロスパー・コーポレーション内）
Tel:06-6347-6633
（平日10:00〜17:00） E-mail: info@kansai-hakurankai.com
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