10：00〜15：00

ポートライナー車両基地

★閉場15：30/荒天中止
★最寄駅：南公園駅（IKEA前）

10：00〜16：00 神戸空港ターミナルビル他

11 月 9 日

ポートライナー

SUN

同日開催

宇宙技術および
科学の国際シンポジウム（ISTS）

空の日抽選会

入場無料
鉄道グッズ販売

飲 食コーナー

地元事業コーナー

ターミナル内店舗発行のレシート
タ
10
1000円につき、1回の抽選にトライ。
素敵な賞品をゲットしよう！

小型航空機と
10：00〜15：45
（受付は15：15まで）

※賞品がなくなり次第終了。

受付場所：団体待合室

カレーやドーナツ他
おいしいメニューがいっぱい！

ANAのお仕事体験コーナー

滑走路のすぐそばで迫力の展示！
航空灯火の展示も実施 [団体待合室]

ポートライナー旧車両
8000型撮影会

新交通バッテリーカー
試乗会

※保安上、
運転免許証等の本人確認書類が必要。
また入場の際には手荷物検査をお受けいただきます。
※午前中は大変こみあいます。
午後の来場をおすすめします。

①ANA キッズ制服着用

14：00〜16：00

※要整理券
（配布時間9：30〜/13：00〜

[ターミナルビル屋上：コントレイル]
●講座「宇宙服のひみつを探ろう！」（実験あり）
※10/31まで事前募集（定員になり次第募集終了）
/）を
※詳しくはHP（http://www.ists-kobe.com/）
ご覧ください

[ターミナルビル３F]
●宇宙服などの展示

10：00〜16：00

ターミナルビル３F

計２回）

②お仕事体験 10：30〜11：00/11：30〜12：00

御食国淡路島の特産品販売、
魅力紹介

※要整理券
（配布時間9：30〜/各回定員20名）

バッテリーカーで楽しくドライブ

車両整備の子ども用作業服とヘルメットをつけて
点検気分でライナーと思い出の写真を。

記念に撮影しよう！

ＨＯゲージ、
Ｎゲージ、プラレールが大集合！
鉄道模型の体験運転もできるよ。

子供用制帽・制服を着て運転台で、
運転手になりきろう！

ポートライナーに乗って洗車を体験しよう！

格納庫＆シミュレーター見学

ベビーアルパカ記念撮影会

フリースローチャレンジ
プロバスケットボールチーム「兵庫ストークス」の
PRブース＆フリースローチャレンジを開催！

神戸どうぶつ王国から
今年５月生まれのベビーアルパカが来場。
午後1時から午後2時まで
記念撮影会を催します。

事前申込制に関するご案内

ターミナルビル３F

●格納庫＆シミュレーター グループ見学
10:00〜15:00最終受付
・ヘリコプター機体展示
・キッズつなぎ制服着用
・ブレード（羽）お座り体験

12:30〜13
3：30

（無くなり次第終了）
第終了）
※①、②は会場入口で整理券を配布。
※③は12：15〜会場入口で受付。
人数制限を行う場合があります。

[ターミナルビル２Ｆ]
●ANAグッズ/就航地(千歳/羽田/沖縄)物産展

ソラシド エア コーナー
●ソラシド エア キッズ制服着用
●ソ

14：00〜16：00

※
※要整理券
（配布時間9：30〜/13：00〜 計2回）
※整理券は会場入口で配布（無くなり次第終了）

[ターミナルビル２F]
●ソラシド エア グッズ販売

10：00〜16：00

※売り切れ次第終了。

エア・ドゥ コーナー

●航空教室〜エアバスが描く未来の航空〜
11：00〜/14：00〜 各30分
●エアバスＡ380紙飛行機配布
●エアバス・ヘリコプターズ、ペーパーコプター配布

ヒラタ学園

格納庫見学＆有料遊覧飛行
ヒラタ学園神戸エアセンター/10：00〜16：00

神戸新交通ホームページ http://www.knt-liner.co.jp/
。
厳守願います。
申込みの締切りは10月29日ですので、

会場１：神戸空港団体待合室で受付&記念品交換
ポートライナー南公園駅および鉄道の日記念イベント会場
（車両基地）で
スタンプを集めて記念品をGET♪

市民広
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神戸ヘリポートイベント会場１か所のスタンプで記念品をＧＥＴ♪
さらに会場１〜３のうち２会場のスタンプをすべて集めて応募すると
抽選で New ニンテンド
ニンテンドー３ＤＳ
３ＤＳ ＬＬ他が当たります

スタンプラリーで２会場回るには、
ポートライナー 一日乗車券がお得です。

神戸市立
青少年
科学館

南公園駅
園駅

南公園駅
園駅
駅（IKEA前
（IKEA前）

会場３：神戸ヘリポートで受付＆記念品交換
神戸
神戸空
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神戸空港

南公園

神
神戸空港駅

・神戸マリンコース・
・・・・・飛行時間約12分
16,500円
・明石大橋コース ・・・・・・飛行時間約18分
23,500円
・大阪プラチナコース・・・飛行時間約25分
32,500円

管制塔・気象台見学会

IKEA

↓神戸空港方
方面
↓神戸空港方面

空港島内(空港ターミナル〜エアバス・ヒラタ学園)は無料巡回バスを運行します。
(10：00〜16：00、
概ね20分間隔)

ポートライナー
車両基地

空港周辺5か所のポイントでスタンプを集めて記念品をGET♪

会場２：ポートライナー車両基地で受付＆記念品交換

中埠頭駅
中中

市民民
民広場駅

三

●格納庫見学
●飛行機遊覧飛行
（３名まで搭乗可）

（事前申込制・受付は終了しました）

米子鬼太郎空港周辺の観光ＰＲ
米子の物産販売と山陰・境港産のベニズワイガニ
米子
（茹でガニ）
の
ふるまい
（先着300名様/11：00〜）
を実施します！

神戸市消防音楽隊演奏会
ターミナルビル屋上

[団体待合室]
●エア・ドゥ キッズ制服着用

14：00〜16：00

※要整理券
（配布時間9：30〜/13：00〜 計2回）
※整理券は会場入口で配布
（無くなり次第終了）

※すべて先着順 [ターミナルビル２F]

Nゲージ体験運転とライナー運転台体験
Nゲージ体験運転とライナー運転台体験については事前申込みを行います。
ジ体験運 とラ
申込者多数の場合は抽選を行い当選結果を
お知らせします。
知らせ
詳しくは弊社ホームペ
詳しくは弊社ホームページのお知らせをご覧いただき、
専用フォームでお申込みください。

スタンプを集めて
記念品をゲットしよう♪
記念品をゲットし

※要整理券
（配布時間9：30〜/13：30〜計２回、
連れ）
対象は親子連れ）
※整理券はリムジンバス乗場南側で配布
※当日の運航状況等やむを得ない事情により
中止・変更となる場合があります。

車両基地開放

・マーシャラー体験
・地上係員体験
③パイロットトークショー

（無くなり次第終了）

※Nゲージ体験運転は、事前申込が必要。 ※事前申込が必要。
※募集人数300人。
※募集人数500人。
※詳しくは下記に記載しているご案内を ※詳しくは下記に記載しているご案内を
ご覧ください。
ご覧ください。
＊ ＊ ＊ 協
力 ＊ ＊ ＊
Ｎ ゲ ー ジ：G r o u p ９ K A N S A I
ＨＯゲ ー ジ：神 戸 国 際 鉄 道 倶 楽 部

スカイマーク格納庫/10：30〜/14：30〜

格納庫内にて働く車（GSE車両）
体験乗車、
紙飛行機教室、ライフベスト体験着用、
写真撮影 etc．

電車の洗浄体験

ライナー運転台体験

スカイマーク格納庫見学

●エア・ドゥ グッズ販売

10：00〜16：00

※売り切れ次第終了。

13：30〜

親しみやすい音楽を
迫力ある演奏でお楽しみください。

颯爽JAPAN よさこい演舞
ターミナルビル屋上 11：00〜

神戸空港から、神戸新舞(ＡＬＩＶＥ)！
踊りのパワー、元気をＴＡＫＥ ＯＦＦ

ウルトラマンレオ
ターミナルビル屋上

新ウルトラマン列伝『ウルトラマンギンガＳ』の放送を
放送を
記念して、ウルトラマンレオが神戸空港にやってくる。
ステージイベントや撮影会でおたのしみください。
●握手・撮影会10：00〜/12：00〜/14：30〜

神戸どうぶつ王国
ターミナルビル屋上 15：15〜

かわいいアルパカと
一緒に記念撮影をしよう！

※撮影はお客さまのカメラでの
撮影となります。
新ウルトラマン列伝
＜テレビ大阪＞
毎週火曜日 夕方6:00から放送中
「ウルトラマンギンガＳ」
は
11月4日
（火）
より激闘開始！
©円谷プロ

11：00〜15：00
（西へ徒歩10分）
最寄駅：市民広場駅
お問合せ：神戸ヘリポ
お
神戸ヘリポート
リポ ト

・ヘリコプター無料遊覧飛行（12：00、14：00に抽選。各回15名）
・ヘリコプター有料遊覧飛行（大人3,500円、小人2,500円/飛行時間3〜5分）
ヘリコプタ 、消防車展示等
防車展
・ヘリコプター、

「空の日」
フェスタ2014
神戸ヘリポート

※
※イベント内容は予告なく変更となる場合があります。
あります
ます
す あらかじめご了承ください。
あらかじめご了承ください
あ
らかじめご了承
※混雑状況により、
※
各催しにおいて参加を制限させていただく場合があります。
※荒天時にはイベントを中止します。
※
※駐車場が大変混雑しますので、
※
公共交通機関でのご来場にご協力ください。
※ポートライナー車両基地および周辺には駐車場はありません。
※
※
※会場内で撮影した写真、画像について、
今後イベントの告知等に使用する場合があります。あらかじめご了承ください。

お 問 合 せ

神戸空港総合案内所 ＴＥＬ：078-304-7777

（6：30〜22：00）

神戸新交通株式会社 ＴＥＬ：078-302-2775（平日9：00〜17：00）
神戸ヘリポート

ＴＥＬ：078-303-3541

（7：00〜17：00）

