
講師：香川県むらの技能伝承士
「二本杉ほがらか会」篠原正夫

高松空港まつり２０１７
かがわのｸﾞﾘｰﾝ・ﾂｰﾘｽﾞﾑ体験コーナー

体験＆活動紹介等パネル展示

竹細工体験
体験料：税込300円～

苔玉作り
体験料：税込1,000円

講師：開耶香房

「グリーン・ツーリズム」とは、農山漁村で、自然や文化に親しみ、
地元の人と体験や交流をしながらゆっくりと過ごすことです。当日
は竹細工や苔玉作りの体験のほか、アンケートや写真コンテスト
の人気投票もしています。

日時：１０月２８日(土)10:00～16:00

場所：高松空港３階展望デッキ

体験時間:40分程度

体験時間:20分程度

イベントに関するお問い合わせ先：かがわグリーン・ツーリズム推進協議会事務局

香川県農政水産部農村整備課 電話０８７－８３２－３４４９

＊アンケートに答えるとオリーブ関連グッズがもらえるよ！
＊かがわの農村・ふるさと景観写真コンテスト人気投票にも参加してください。



とっておきプレミアム体験！[事前応募必要／抽選]

この日だけの貴重な体験、してみたくない？

出発ゲートでのお仕事に挑戦しよう！

★ANAグランドスタッフ体験

①10:00~11:50 ②12:45～14:35

（時間は若干変更になる場合があります。）

（時間は若干変更になる場合があります。）

運営／ANA

空港周回コース 約5分

①10:00 ②10:30 ③11:00 ④13:00 ⑤13:30

料金／大人5,000円 小人3,000円 運営／四国航空

空港エプロン内にて自衛隊航空機の機内を間近で
見学してみませんか？

★自衛隊ヘリ「UH-1J」見学会

各回30名

①12：45～13：15 ②13：45～14：15

③14：30～15：00 ④15：15～15：45

協力／自衛隊香川地方協力本部

飛行機と管制塔のやりとりを聞いてみよう！

★AMラジオ製作教室

先着40名（小学生4年生～中学生）

13：30～15：30

運営／一般財団法人航空交通管制協会

普段は見られない高松空港を巡ります！

★高松空港一周バスツアー

親子ペア／20組40名

大人（中学生以上）／40名

9:00~10:00

①10:00~11:50 ②12:45～14:35

①10:30~11:00 ②11:30～12:00

運営／ANA飛行機に関わる仕事を体験しよう！

★ANAグランドハンドリング体験・

航空機周辺地上作業見学

13:00~14:00

空の安全を見守る場所、管制塔の中に入ってみよう！

★高松空港管制塔見学ツアー

①10:15~11:45 ②12:50～14:20

スタッフが空港の内部をご紹介！質問大歓迎!!

★わくわく空港探検ツアー

親子ペア／各回15組30名
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ヘリコプターで高松空港上空を飛んでみよう！

★　　　ヘリ体験飛行

四国
初登場

！

VRハングライダー

体験！

おいしいのもがいっぱい！人気
のお店が大集

合！

空を飛ぶ体験
を味わって！

香川県
住みます芸人

梶剛さんが

　やって来る!!

各回小学生5～6名

各回小学生4名 保護者1名の付き添いが

必要です。

親子ペア／各回4組8名

有料

©OKPDESIGN

1F国際
線カウンター

あの山奥の餃子の名店

『興維餃子館』が1日限定復活！

セントレアの大人気店

『劉家』の刀削麺が登場！

こんぴーくん,うどん脳、ことちゃんも遊びに来るよ！

水餃子

焼き餃子

牛肉麺 麻辣刀削麺

■さぬき麺業
うどん各種・

おでん

■民サ麺業
丸亀名物骨付鳥・

とっと焼きうどん

■cafe BUONO
ホットドッグ・ドリンク

（写真はイメージです。）

グルメコーナー大充
実！



2階

087-814-3412

当日限定！先着200名様 ゆでカレーうどん1袋プレゼント！

1階

☎087-814-3298

空港売店 四季の里
㈱JA香川県ライフサービス

当日限定！先着100名様に香川県産の一番茶を
100％使った「ほんまもん緑茶」を1本進呈！！

当日限定！当店にて1,000円以上お買い物を
いただいたお客様に粗品を先着でプレゼント！

10/28

当日限り
10/28

当日限り

10/28

当日限り

先着100名

プレゼント

10/28

当日限り

お買上げで

プレゼント
お買上げで

プレゼント

10/28

当日限り

先着

プレゼント

2階

☎087-865-0709

高松空港店
高松店

2階

☎087-814-3254

2階

☎087-814-3459

当日当店でお買い物をしていただいた
お客様に粗品をプレゼント！

☎087-814-3269

2階

2階2階2階

087-814-3547

高松空港 三越売店

★限定販売！[ルーヴ]飛行機イラストクッキー入り菓子BOXを販売！
★1,000円（税込）以上お買上げの方先着200名に粗品プレゼント！

2階

人気ランキング上位を占めている
クアトロえびチーズを是非ご賞味ください。

2階

☎087-813-7214

2階

☎087-814-3489

豊富な品ぞろえでお待ちしております。
ぜひお立ち寄りください！

香川県産小麦半生うどんさぬきの夢を
当店舗で販売しています。

お土産やギフト用のさぬきうどんもご用意して
います。旅行の出発前にぜひ味わってください！

2階1階

高松空港ショップガイド お食事・お土産にご利用ください！

当日限り！チラシ持参で5%割引サービス！
（現金でのお支払に限ります）

2階

☎087-814-3419

四国航空㈱

チラシ持参で

5％OFF

10/28

当日限り

お買上げで

プレゼント

10/28

当日限り
10/28

当日限り

当日お買い物をしていただいたお客様
先着300名に粗品プレゼント！

話題書を中心に取り揃えています。
ぜひ、お立ち寄りください。

お食事・デザートなど、豊富なラインナップを
取り揃えてお待ちしています！

3階にも出展しています。2階の店舗では「ガトー
よしだ」チーズケーキの試食販売を実施します。

087-814-3377

☎087-814-3496

Cafe BUONO

高松商運スカイショップ
☎087-814-3358

本場さぬきうどん協同組合

1,000円以上お買いものされたお客様
先着20名様にレモンケーキ1個プレゼント！

1階

☎087-814-3291

おさかなショップ

久保田麺業

さぬきうどん香川

☎087-814-3269

087-814-3412

087-814-3483

070-5515-0884

☎087-814-3269

本舗石段や

株式会社 こんぴら堂

☎087-814-3269 ☎087-814-3269

【さぬき銘店コーナー】讃岐の名産品が満載でおトク!!数量限定・先着で「さぬき銘店福袋」を販売いたします！

お買上げで

プレゼント

10/28

当日限り

お買上げで

プレゼント

「高松空港まつり」当日限定企画をご用意！
先着100名

プレゼント ◀
アイコンのある
お店は...

1階 国際線チケットロビー

自衛隊広報コーナー 屋上でお絵かき

琴平町
税関PRコーナー

ANA team空楽隊
ANAグループ社員で結成されたグループです。

①10：45～ ②13：25～　協力／ANA

藤井学園 響舞連ダンスパフォーマンス
第10回日本高校ダンス部選手権全国大会に出場した

ダンスパフォーマンスを御覧ください！ ①10：30～ ②13：15～

航空券が当たる！大抽選会
高松空港発着の航空券や豪華グッズをゲットしよう！

①11:30～ ②15:30～

ANAマーシャラー体験
飛行機を誘導するお仕事です。

①10:10～ ②12:55～　協力／ANA

VRハングライダー体験
まるで空を飛んでいるみたい！本物のハングライダーと

VRゴーグルで体験しよう！

高松空港クイズラリー開催
空港内の各店のポイントでクイズに答えよう！

協力／高松空港ビルテナント会

プチラテアート体験
cafe BUONOにてご注文のお客様に

動物の絵を描いていただけます。 協力／スリー

盛りだくさん！物販コーナー
ANAグッズ・ダイキャストモデル販売・ご当地菓子販売

カラフルトマト（四電工）

瀬戸内芳醇オレンジケーキ（shika）

旬の果物・地酒・地ビール販売（四季の里）

チーズケーキ販売（ガトーよしだ）

JALグッズ販売

甘酒・甘酒アイスクリーム（いなかいいなぁカンパニー）

骨付鳥・親鳥ガーリック（山食）

ジェットスター・そらいろ教室
「ジェットスターそらいろクレヨン」を使って、

いろんな街の空を描こう！

協力／ジェットスター・ジャパン

こども制服を着て記念撮影しよう！ チョークで自由に地面にお絵かきが
できるよ！

こんぴーくんクラフトを作ろう！

協力／自衛隊香川地方協力本部

協力／琴平町

www.takamatsu-airport.co.jp

3階展望デッキ ステージイベント

3階展望デッキ

航空教室～管制官の仕事を学ぼう～
空の安全を守るお仕事を知ろう！

10：30～11：30　協力／一般社団法人 航空交通管制協会

hacomoペーパークラフト教室
hacomoのペーパークラフトを作ろう！

200名限定のくじ引きでキット200円が無料！

またはトミカのミニカーが当たる!!

協力／ファミリーマート高松空港店・高松タクシー協会

31

2階 団体待合室「オリーブ」

ANA手作りパドルづくり
手作りパドルを作って、マーシャラー体験に参加しよう！

①9：10～ ②12：15～　協力／ANA 制服を着てリムジンバスと写真撮影！
バスの運転手やガイドさんの制服を着て写真撮影ができるよ！

協力／琴参バス

ことちゃんと撮影会＆
押してみよう降車ボタン
ことでんのことちゃんと記念撮影！

協力／ことでんバス
各回先着50名

2

2階 国内線出発ロビー

JAL KID’S STUDIO
パイロット・CAさんの制服を着てみよう！

協力／日本航空

2

2階 国内線出発ロビー2

ANAあおぞら航空教室
空港のお仕事を一緒に知ろう！

①12:00～ ②14:45～　協力／ANA

空港のしごトーーク
管制官や税関のお仕事を知ろう!

14:00～

麻薬探知犬デモンストレーション
麻薬探知犬の活躍をご覧ください！

11:10～

かがわの農山漁村で
グリーン・ツーリズムを
楽しもう！

3

竹細工体験、苔玉作り体験ができるよ！

協力／かがわグリーン・ツーリズム推進協議会

2
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有料駐車場

空港ターミナルビル

滑走路

アパホテル●

さぬき空港公園
アドベンチャーゾーン
駐車場

シャトルバス
のりば【行き】

シャトルバス
のりば【帰り】

無料駐車場へお願いします。

第１・第2・第3各駐車場・
アドベンチャーゾーン駐車場さぬき空港公園

車でお越しの方は

無料送迎シャトルバス・
タクシーをご利用ください！

主催　高松空港ビル株式会社
協賛 ANA・春秋航空・高松空港ビルテナント会
後援 JAL/ジェットスター・ジャパン/チャイナエアライン/高松空港振興期成会/航空交通管制協会/香川県教育委員会/（公社）香川県観光協会/ことでんバス/琴参バス/高松タクシー協会

お問い合わせ【★とっておきプレミアム体験】は事前の応募が必要です。 株式会社プラス・エー TEL.087-813-5011 E-Mail : info@takfes.com

高松空港の駐車場は、航空機利用のお客様を優先しますので

イベントでお越しの方はご利用いただけません。

ホームページもご覧ください。 welcome to 高松空港

有料

有料

イベント内容・開催時間・店舗取扱商品については予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
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