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関西エアポート株式会社は、現在大阪国際空港の大規模なターミナル改修工事を行っていますが、

2020 年のグランドオープンに先駆け、中央および屋上エリアを 4 月 18 日（水）に先行オープンいた

します。 

飛行機を利用いただくお客様だけでなく、周辺地域にお住まいの方や観光やビジネスで大阪を訪れる

皆様にも気軽にお立ち寄りいただけるスポットとして、大阪国際空港はこの春生まれ変わります。大規

模な改修工事は、約 50 年ぶりとなります。 

 

中央エリアおよび屋上エリアでは商業施設の全面改装を行い、大阪国際空港にしかない店舗、大阪・

関西ならではのお食事やお買い物が楽しめる店舗を中心に、計 30 店舗が新規出店いたします。 

屋上エリアには、お子様向けの遊戯施設やご家族で楽しめるイベントエリアなどを設置し、飛行機を

見ながら空港でのひとときを楽しめる地域のランドマークとしての魅力を詰め込みます。 

また、これまで 1 階南北に分かれていた到着口を 2 階中央の 1 箇所に集約させ、モノレールやバスな

どへのスムーズなアクセスを可能にしました。 

 

関西エアポート株式会社は、引き続き、空港を利用されるお客様がわくわくするような事業展開を進

め、快適で楽しい旅の体験を創造してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】 
関西エアポート株式会社 

コーポレートコミュニケーション部 
Tel：06-4865-9599 

 
改修中の大阪国際空港中央エリアが 4月 18日に先行オープン！ 

新規出店店舗決定！ 
～空港でのひとときをより楽しんでいただけるスポットへ生まれ変わります～ 

 

中央 2 階到着口 イメージ図 ターミナルビル外観 イメージ図 

中央 2 階レストランゾーン イメージ図 展望デッキ イメージ図 



 
 

〇店舗概要 

先行オープン店舗数：30 店舗 

内訳…新規出店：26、既存店のリニューアル：4（飲食：18、物販：11：サービス：1） 

※2018 年 1 月 30 日時点 

 業種 フロア 店舗名 カテゴリー 

出店状況 

国内

空港

初 

日

本

初 

関

西

初 

備 

考 

1 飲食 1F バル・カフェ Massa バル・カフェ ● 
   

2 飲食 1F 
WOLFGANG PUCK 

PIZZA 
洋食（ピッツァ） ● 

 
● 

 

3 物販 1F ローソン コンビニエンスストア 
    

4 飲食 2F さち福や CAFÉ 和食（定食） 
    

5 飲食 2F 美々卯 和食（麺類） ● 
   

6 飲食 2F 丸福珈琲店 カフェ 
    

7 飲食 2F 551 蓬󠄀莱 中華料理（豚まん） 
   

※リニューアル 

8 飲食 2F がんこ 和食（寿司） 
    

9 飲食 2F ル・パン神戸北野 カフェ（パン・スイーツ） ● 
   

10 飲食 2F NICK STOCK 
カフェ 

（ホットドッグ・ハンバーグ・コーヒー) 
● 

   

11 飲食 2F キットカット ショコラトリー カフェ、洋菓子 
  

● 
 

12 飲食 2F 
CURRY&SPAGHETTI 

ダイヤモンドカリー 
洋食（カレー・スパゲッティ） ● 

   

13 物販 2F 黒船 菓子 
    

14 物販 2F SAC’S BAR 
服飾雑貨（バッグ・サイフ・ 

スーツケース）     

15 物販 2F ポケモンストア キャラクターグッズ 
    

16 物販 2F コクミンドラッグ ドラッグストア 
    

17 物販 2F 関西旅日記 
おみやげ 

（洋菓子・和菓子・弁当/惣菜） 
● 

   

18 物販 2F SORAMISE 雑貨 
  

● 
 

19 物販 2F スワロフスキー アクセサリー（ジュエリー・オブジェ） 
    

20 物販 2F pon pon × Chris.P 菓子 ● 
   

21 物販 2F ＭＡＲＵＳＨＯ レディス、メンズファッション・服飾雑貨 
   

※リニューアル 

22 飲食 3F 海キッチン KINOSAKI 海鮮料理・クラフトビール ● ● 
  

23 飲食 3F 大阪お好み焼き 清十郎 和食（お好み焼き・鉄板焼き） ● ● 
  

24 飲食 3F 
名代とんかつ かつくら 

京都 三条 
和食（とんかつ・一品料理） 

   
※リニューアル 

25 飲食 3F 
大阪黒門市場まぐろのエ

ン時 
和食（丼） ● 

   

26 飲食 3F 大阪エアポートワイナリー 

ワインバル 

（ワイン醸造所、南イタリア料理）              

※ 醸造免許申請中 

● ● 
 

醸造所併設のワイ

ンバルは世界の空

港でも初 

27 飲食 3F 
DEAN＆DELUCA 

CAFE 
カフェ 

    

28 物販 4F アクタス 家具・テキスタイル・インテリア雑貨 
   

※リニューアル 

29 飲食 
4F 

5F 
NORTHSHORE カフェ ●    

30 
サービ

ス 
4F 

ボーネルンドあそびのせか

い 
親子向け複合遊戯施設・教育玩具 ● 

  

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

関西エアポート株式会社は、関西国際空港（KIX）および大阪国際空港（ITAMI）の運営を新関西国

際空港株式会社から引継ぎ、2016 年 4 月 1 日より両空港の運営会社として事業を開始しました。関西

エアポートは、オリックス株式会社と VINCI Airports（ヴァンシ・エアポート）を中核とするコンソー

シアムにより設立されました。 

関西エアポートは、両空港の安全とセキュリティを常に最優先しつつ、適切な投資と効率的な運営によ

って国内外からの空港利用者へのサービスを強化し、両空港の可能性を最大限に引き出し、地域コミュ

ニティへ貢献することを目標としています。 

関西エアポートは、2015 年 12 月 15 日付けで新関西国際空港株式会社との間で、事業期間を 44 年

とする「関西国際空港及び大阪国際空港特定空港運営事業等公共施設等運営権実施契約」（実施契約）

を締結しています。 

詳しくは、関西エアポート株式会社ホームページ: www.kansai-airports.co.jp/をご参照ください。 
 

本社 
大阪府泉佐野市泉州空港北１番地 

大阪市西区西本町一丁目 4 番 1 号（登記上） 
資本金 250 億円 

代表者 
代表取締役社長  山谷 佳之 

代表取締役副社長 エマヌエル・ムノント 
設立年月日 2015 年 12 月 1 日 

事業内容 
関西国際空港および大阪国際空港の運営業務、管

理受託業務等 
株主 

オリックス 40％、 

ヴァンシ・エアポート 40％、 

その他の出資者 20％ １ 

 

 

 

オリックス株式会社について 

オリックスは常に新しいビジネスを追求し、先進的な商品・サービスを提供する金融サービスグループです。 

1964 年にリース事業からスタートして隣接分野に進出し、現在では融資、投資、生命保険、銀行、資産運用、自動車

関連、不動産、環境エネルギー関連などへ事業を広げています。また、1971 年の香港進出を皮切りに世界 36 ヵ国・地

域に拠点を設け、グローバルに展開しています。 

2014 年に 50 周年を迎え、これからも経営戦略である“「金融＋サービス」の加速化”、“アジア等新興国の成長を取り

込む”を推進し、新たな事業機会の獲得と持続的な成長を目指すと同時に、社会に貢献してまいります。 

 

 

 

世界有数の空港運営事業者であるヴァンシ・エアポートは、35 空港の開発・運営を行っています。同社の空港ネット

ワークを構成するフランス 13 空港、ポルトガル 10 空港（リスボンのハブ空港含む）、カンボジア 3 空港、日本 2 空港、

ドミニカ共和国 6 空港、そしてチリのサンチアゴ空港には、合計で 200 社を超える航空会社が就航し、2016 年の旅客

者数は 1 億 3,200 万人にのぼります。 

 

ヴァンシ・エアポートは総合インテグレーターとして、1 万 1,000 人のスタッフの専門知識と経験を駆使し、空港の

開発・資金調達・建設・運営に当たっています。またその投資力、国際ネットワーク、ノウハウを生かして既存空港の運

営と機能を最適化し、施設拡充や新規建設を行っています。2016 年の連結売上高は 10 億 5.000 万ユーロに達します。 

 

詳細は www.vinci-airports.com をご覧ください。 

              
1 株式会社アシックス、岩谷産業株式会社、大阪瓦斯株式会社、株式会社大林組、オムロン株式会社、関西電力株式会社、近鉄グルー

プホールディングス株式会社、京阪ホールディングス株式会社、サントリーホールディングス株式会社、株式会社ジェイティービー、

積水ハウス株式会社、ダイキン工業株式会社、大和ハウス工業株式会社、株式会社竹中工務店、南海電気鉄道株式会社、西日本電信電

話株式会社、パナソニック株式会社、阪急阪神ホールディングス株式会社、レンゴー株式会社、株式会社池田泉州銀行、株式会社紀陽

銀行、株式会社京都銀行、株式会社滋賀銀行、株式会社南都銀行、日本生命保険相互会社、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株

式会社、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社民間資金等活用事業推進機構 

 



大阪国際空港ターミナル改修プロジェクト

中央エリア先行オープンについて
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今後のターミナル改修予定

※当資料内のパース等は全てイメージです
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はじめに
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大阪国際空港ターミナル改修プロジェクト

中央エリアが4月18日（水）リニューアルオープン！

昨年7月に、皆様にお知らせいたしました
とおり、大阪国際空港では約50年ぶりとな
る大規模改修が進んでいます。

空港での滞在が、もっと快適に、もっとわく
わくするものになるよう、プロジェクトを進めて
まいりました。

2020年の全面改修に先立ち、本年4月
18日に中央エリアが先行オープンいたします
のでお知らせいたします。
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PREMIUM
KANSAI

親しみやすい個性・距離感

快適で便利
な空港

地域に愛される、
目的地としての空港

センスオブプレイスを
感じる空港

※センスオブプレイス：その国・土地ならではの空間・サービスを提供し、体感いただく取り組み

お客様に「新しい旅の体験」をご提供するという決意のもと、
新しい旅と空港体験を創造します。

もっとワクワクする
空港

空港での滞在を、もっと快適に。
もっとわくわく感を。
飛行機に乗る方だけでなく、地域の方に
日常的にご利用いただける空港に。
もっと関西らしさ、ITAMIらしさを。

快適で便利
な空港

地域に愛される、
目的地としての空港

もっとワクワクする
空港
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ターミナル改修プロジェクト概要と現状
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到着口の中央集約

外壁パネル

商業エリア改修

北

小型機対応
フィンガー新設

現状と今後
②2018年 4月18日

①～2018年4月

一般車降車専用レーン設置一般車降車専用レーン設置
中央送迎スペース設置

タクシー、バス乗場の中央配置

南 屋上エリアリニューアル

③2020年 夏

ムービングウォーク
大幅増設 スマート

レーン
本格運用

ウォークスルー型
商業エリアオープン

ウォークスルー型
商業エリアオープン

北立体駐車場新築
（2019年春）

スマート
レーン

本格運用
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2018年4月までの実施案件

スマートレーンのトライアル運用
（2017年7月）

一般車降車専用レーン設置
（2017年11月）

・2020年の本格運用に先がけ、2017
年7月よりトライアル運用を実施中

・実績（2017年7～12月）

処理能力：3割以上増加

・ターミナルビル前道路の違法駐車、混雑
対策として、降車専用レーンを設置。

※2018年4月の先行オープン時には、
中央エリアに送迎専用レーンも設置予定。

外壁パネル設置
（2018年2月）

・環境性能の高いパネル、ガラス、そし
て光を通す透過性を持つデザインアル

ミパネルを使用
・外壁の改良、屋根や床の断熱性強
化を行うことにより、約58％の省エネ

効果（冷房費・暖房費の削減）
を見込む
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中央エリア
先行オープン概要（2018年4月18日）



9

先行オープン概要（2018年4月18日）

到着口の中央集約

屋上エリアのリニューアル

中央商業エリアの全面改装

小型機対応フィンガーの新設



到着口の中央集約
利便性向上を目指す

• １階南北に二分されている到着口を、２階
中央に集約

• お出迎えの方にもわかりやすく利便性が向上

中央2階到着口イメージ図
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到着口の集約により快適に・スムーズなアクセスを可能に

2階

モノレール駅（2階）

ペデストリアンデッキ

出発口 出発口

（バス、タクシー乗り場）（バス、タクシー乗り場）

1階

到着口

スムーズなアクセスを実現
・バス、タクシー、モノレールなどの各種アクセスとの接続もスムーズに
・バス・タクシー降り場は南北に、乗り場は中央に集約
※現状では乗り場が南北2か所



屋上エリアのリニューアルを実施

地域のランドマークを目指す

• 空港のランドマークとしての魅力を向上

• 航空旅客のみならず、周辺地域にお住まい
の幅広い年代のお客様に利用いただける、
地域に愛されるスポットの創設

展望デッキ イメージ図

12



屋上エリアのリニューアル概要

13

・展望デッキを滑走路側に約20m増床し、面積比約1.5倍に（約5,400㎡→約7,700㎡）
・年代問わずお楽しみいただける、幅広いニーズに対応した店舗の誘致
・イベント時、使用可能なステージエリアの整備
・老朽化した床の張り替え

：増床部分 ：増床部分



屋上エリア商業施設

14

（メゾネット部分）

4F

NORTHSHORE

ボーネルンド
あそびのせかい

増床部分 増床部分

5F

ステージ

アクタス

親子向け複合遊戯施設、玩具売り場

「ボーネルンドあそびのせかい」
P25でご紹介。

新規出店

カフエ＆ダイニング

「NORTHSHORE」
2フロア吹き抜けのメゾネット空間で、飛行
機と健康的なメニューが楽しめるカフェ！

新規出店

ステージを設けた

イベントエリアを新設

新規

インテリアショップ 「アクタス」
人気のショップがリニューアルオープン。
こども家具売り場は、アクタス最大級！

リニューアル

日仏伊ビストロ

ペッパーミル（既存店）



中央商業エリアの全面改装

• ここにしかない、空港ならではの店舗

• 日本らしさ、関西・大阪らしさを感じていただける空間

• お客様に合わせたそれぞれの楽しみ方が可能

• 周辺地域にお住まいの方の憩いの場としての空港

• 計30店舗が出店予定、うち新規出店26店舗

（飲食18、物販11、サービス1）

中央2階レストランゾーンイメージ図
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2F レストランゾーン
あらゆるシーンに対応でき、ユニーク
でバラエティに富んだ飲食ゾーン
計9店舗が出店予定
（うち新規出店8店舗）

中央商業エリアの全面改装
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2F 物販ゾーン
お土産以外にも幅広いニーズに
対応できる物販ゾーン
計9店舗が出店予定
（うち新規出店8店舗）

中央商業エリアの全面改装



3階 レストランゾーン
落ち着いた雰囲気のなかでゆっくり
と楽しんでいただける飲食ゾーン
計6店舗が出店予定
（うち新規出店5店舗）

18

中央商業エリアの全面改装



19

ワイン醸造所を併設するワイ
ンバルは世界の空港でもここ
だけ！まさに「空飛ぶ葡萄のワ
イナリー」です。
ワインタンクや醸造風景を眺
めながら店内で醸造したワイン
をお楽しみいただけます。

※ 醸造免許申請中

大阪エアポートワイナリー

世界初

空港初

（ 3階 ）
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キットカット ショコラトリー

こだわり抜いた素材とパティシエの技が生かさ
れた特別な「キットカット」をお届けする「キッ
トカット専門店」です。
当店舗を監修している「ル パティシエ タカギ」

オーナーシェフ高木康政のスイーツが楽しめ
る関西初のカフェも併設されます。

バラエティ豊かなメニューで幅広いお客様に
お楽しみ頂けます。

※画像はイメージです。今後、変更になる可能性があります。

関西初の
「ル パティシエ タカギ」の
スイーツが楽しめる店舗

（ 2階 ）
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ル・パン神戸北野

日本一の朝食に輝いたホテル ラ・ス
イート神戸ハーバーランドの直営店。
兵庫県で生産される新鮮で味わい
深い食材、その他世界から集めた
季節の厳選素材を使用したパンや
スイーツを製造・販売とホテルラウン
ジそのままの雰囲気をご提供いたし
ます。

空港初

大阪初

（ 2階 ）
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SORAMISE

「旅の出発、途中、終わり。それぞ
れのシーンで、ちょっとしたワクワクや
ドキドキを持ち帰ってもらいたい。」
という想いで、ビジネス・トラベルな
ど様々な場面に合わせたアイテム
をご提供します。また、限定商品と
して大阪国際空港マスコットキャラ
クター「そらやんグッズ」や「刺繍ハン
カチ」も取り揃えます。

関西初
（空港限定業態）

関西ならでは

（ 2階 ）
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美々卯

海の幸・山の幸豊かな<うどん
すき（商標登録)>は関西を代表す
る名品です。
新鮮な食材のみを使用し、お
出汁から料理のすべてを各店
舗で調理し、見た目にも美しく、
食べても美味しい料理をご提
供します。

空港初

（ 2階 ）

関西ならでは
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丸福珈琲店

『深煎りの極み』と称される焙煎技術、
独自の抽出器具、それを使いこなす
珈琲職人が揃い、濃厚でコク深い香
り高い珈琲をご提供します。

昭和の時代から愛されたホットケーキ
やプリン、季節ごとにかわるオリジナル
スイーツ等も多数ご用意しております。

（ 2階 ）

関西ならでは
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ポケモンストア

ポケモンオフィシャルショップ「ポケモンセ
ンター」の人気商品を中心にラインナッ
プした気軽にお楽しみいただけるショップ
です。
大阪国際空港限定商品の「パイロット
ピカチュウ」・「キャビンアテンダントピカ
チュウ」のぬいぐるみ・マスコットは、旅行
のお土産やお子様へのプレゼントに最
適です。

ファミリー向け

（ 2階 ）
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アカデミー賞公式パーティ総料理長ウルフ
ギャング・パック氏がプロデュースするピッツァメ
インのカフェ。

看板メニューの「スモークサーモンピッツァ」を
はじめ豊富な種類で、幅広い年齢層のお
客様にお楽しみいただける関西初上陸のブ
ランドです。

店内のピザ窯で焼き上げるさくさく・もちもち
のピッツァを是非お召し上がりください。

WOLFGANG PUCK PIZZA

空港初

関西初

ファミリー向け

（ 1階 ）
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ボーネルンドあそびのせかい

親子の室内あそび場「キドキド」と、世
界のあそび道具のお店「ボーネルンド
ショップ」が合体した施設です。

大阪国際空港店ではキドキド初の屋
外遊び場もご用意。

併設のボーネルンドショップでは、世界
中から厳選したたくさんの種類のあそ
び道具を、発達にあわせて選ぶことが
できます。「あそび」を通して総合的に
子育てを応援します。

空港初

ファミリー向け

（ 4階 ）
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今後のスケジュール

2018年4月14日 内覧会…一般のお客様をご招待
2月20日に参加者募集開始！

2018年4月18日 オープニングイベント

※いずれもご取材可能予定

生まれ変わる大阪国際空港にご期待ください。
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NICK STOCK
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（南） （北）

到着口
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海キッチン
KINOSAKI 大阪エアポートワイナリー

フロアマップ 3F

（南） （北）

ラウンジオーサカ

大阪空港ホテル
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フロアマップ 4, 5F

4F

5F

NORTHSHORE

（南） （北）
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店舗名：バル カフェMassa

業種：バル・カフェ

大阪・難波の人気バルMassaが空港に初進出！

スペイン、イタリアの本場のバルのように朝から晩まで、コーヒーや
ワイン、ビール、タパスなどを楽しむ事が出来る気軽なお店です。

大阪、近畿産の食材を使用した人気イカスミパエリア、肉、魚
介、野菜を使った料理がオススメ！

お酒を楽しめるカウンター席や、仕事終わりや、ご家族でゆった
りお食事をするのにもぴったりなテーブル席に加え、開放感ある
テラス席もご用意しております。
年代や性別を問わず幅広い層のお客様にご利用いただけます。

店舗名： WOLFGANG PUCK PIZZA

業種：洋食（ピッツァ）

アカデミー賞公式パーティ総料理長ウルフギャング・パック氏
がプロデュースするピッツァメインのカフェ。パーティーで提供さ
れる看板メニューの「スモークサーモンピッツァ」をはじめ豊富
な種類のピッツァを中心に、カウンターサービスで提供する関
西初上陸のブランドです。サラダ、サンドウィッチ、デザートな
ども含めたこだわりのメニューは、時間が無いお客様のテイク
アウトとしてもご利用いただけます。店内のピザ窯で焼き上
げるこだわりのさくさく・もちもちのピッツァを是非お召し上がりく
ださい。また、大阪国際空港限定商品として大阪特有の
食材を使用した、季節に合わせた料理をご提供する予定
です。

空港初

1階 飲食

新規出店 新規出店

国内空港初

関西初
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店舗名：ローソン

業種：コンビニエンスストア

ローソンは、1975年に大阪府豊中市に第1号店を開店した

大阪発祥のコンビニエンスストアです。関西の玄関口にある
店舗として、これから旅立たれるお客様、大阪に来られたお
客様にとって「便利で使い勝手の良い」お店づくりに努めます。
おにぎり、パン、飲料などの食料品はもちろん、旅には欠かせ
ない日用雑貨などのほか、急なトラブルにも対応できるよう、
医薬品もご用意しております。

1階 物販

新規出店

※画像はイメージです。今後、変更になる可能性があります。
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店舗名：美々卯

2階 飲食①

業種：和食（麺類）

海の幸・山の幸豊かな<うどんすき>は特に人気の高い、関
西を代表する名品で、商標登録されています。
“自分たちが納得し、子供に毎日でも安心して食べさせられ
る料理であること”を信念に、新鮮な食材のみを使用し、ま
たお出汁から料理のすべてを各店舗で調理し、見た目にも
美しく、食べても美味しい料理をお客様にご提供します。
大阪国際空港店限定で「美々卯の朝がゆセット（出汁粥、
煮麺、お惣菜等）」もご提供予定です。

店舗名：さち福やCAFÉ

業種：和食（定食）

日常食を取りそろえ、健康を食べていただく『第二の食卓』を実
現します。

大釜で炊き上げた釜焚きごはんと、季節の野菜や魚などをメイン
に、日替わり小鉢とお味噌汁をセットにした、ヘルシーな和洋定
食をお召し上がりいただけます。
四季を彩る素材のあれこれと素朴をいっぱい召し上がれ。

新規出店 空港初新規出店
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店舗名： 551蓬󠄀莱

業種：中華料理（豚まん）

赤いパッケージが目印の大阪名物「豚まん」はジューシーな豚
肉と玉ネギたっぷりの餡を、甘みのあるもっちりした皮で1つ1つ
手包みし、セイロでほかほかに蒸し上げます。

大阪国際空港店では、店頭での実演販売もお楽しみいただ
けます。

お土産用に、美味しさが長持ちするチルド（冷蔵）豚まんや
焼売も取り揃えます。
大阪に来たらやっぱり「551のある時～！」

店舗名：丸福珈琲店

業種：カフェ

丸福珈琲は、創業昭和九年以来、濃厚でコク深い香り高
い珈琲を守り続けてまいりました。

『深煎りの極み』と称される焙煎技術、創業者の開発した
独自の抽出器具、それを使いこなす珈琲職人、この3つが

揃いはじめて完成します。昭和の時代から愛されたホット
ケーキやプリン、季節ごとにかわるパティシエによるオリジナル
スイーツ等も多数ご用意しております。
また、オリジナルバッグを先行販売致します。

関西の空の玄関口で、珈琲やスイーツのプチギフト、限定
のおみやげなどもご用意しております。

新規出店 リニューアル
オープン

2階 飲食②
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店舗名：ル・パン神戸北野 空港初

業種：カフェ（パン・スイーツ）

ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランドの製菓製パン直営店の
「ル・パン神戸北野」が大阪国際空港に出店！

兵庫県で生産される新鮮で味わい深い食材、その他世界か
ら集めた季節の厳選素材を使用したパンやスイーツを製造。

また、大阪国際空港店限定として、兵庫の酒「灘五郷の酒
粕」を使用した「ベイクド・チーズケーキ」を販売します。

その他、「生地から作る焼きたてパン」「シェフパティシエ特製アフ
タヌーンティー3段セット」「月替りクラフトビールなど空港初とな
る商品を取り揃えています！

店舗名：がんこ

業種：和食（寿司）

「旨くて・安い」をモットーに、寿司・単品メニュー・お膳メニュー
などを幅広く取り揃います。

定番のお寿司の盛合せに加え、大阪空港限定商品として、
かに・うなぎ・黒毛和牛など、出来立てホカホカ・フワフワの
「蒸し寿司」も取り揃え、バラエティに富んだ美味しいお寿司
をご提供します。

また、機内でのお食事や旅先へのお土産にもぴったりな自慢
の「お持ち帰り寿司」を多数ご用意しております。

新規出店 新規出店

2階 飲食③

大阪初
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店舗名：キットカット ショコラトリー
関西初の

「ル パティシエ タカギ」の
スイーツが楽しめる店舗業種：カフェ、洋菓子

店舗名：NICK STOCK

業種：カフェ（ホットドッグ・ハンバーグ・コーヒー)

京都発、全国で話題沸騰中の「NICK STOCK」では、街中
店舗の看板メニュー「極太ホットドッグ」「熟成牛ハンバーグ」を、
美味しさそのままに大阪国際空港店でも提供します。空港を
利用されるお客様にとって便利で使いやすいカフェとして、本
格的なコーヒー一杯から、しっかりとしたお食事までクイックにご
提供します。

2階 飲食④

空港初

新規出店新規出店

キットカット ショコラトリーは、こだわり抜いた素材とパティシエ

の技が生かされた特別な「キットカット」をお届けする、世界
初の「キットカット専門店」。更に、大阪国際空港店では、
「キットカット ショコラトリー」を監修している「ル パティシエ タカ

ギ」オーナーシェフ高木康政のスイーツが楽しめるカフェも併設
します。出張や旅行の手土産に、週末のちょっとしたご褒美
にぜひどうぞ。

※画像はイメージです。今後、変更になる可能性があります。
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店舗名：CURRY&SPAGHETTI ダイヤモンドカリー

業種：洋食（カレー・スパゲッティ）

新たな大阪ご当地カレー『ダイヤモンドカリー』。

多彩なトッピングで“いま食べたい組み合わせ”を愉しむ、和牛
の旨み溢れる本格欧風カレーは、じっくり時間をかけて煮込む
ことで生まれる「独特の甘みとコク」＝「和牛の旨味」が溶け込
んだルウがこだわりです。

大阪ご当地カレーの先駆けとして「大阪地下街カレー」を誕生
させた大和企業が、約四半世紀の時を経て新たに提案する
『ダイヤモンドカリー』。全国を行き交う、忙しい皆様のお食事
のひとときに「新たな愉しみ」をお届けします。

2階 飲食⑤

空港初

新規出店
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店舗名：SAC’S BAR

業種：服飾雑貨（バッグ、サイフ、スーツケース）

職人たちの揺るぎない思いが伝わる、「MADE IN JAPAN」の鞄・

小物を幅広く展開します。時代に左右されることのない永遠の
マスターピースを取り揃えます。また、オリジナルブランドと国内外
から集められたスペシャルアイテムにより、常に斬新な商品をご
提供します。

空港をご利用のお客様から求められる商品群をセレクトし、新
しい提案を打ち出します。

店舗名：黒船

業種：菓子

「つくりたてを、つくりたくて。」がコンセプトの黒船は、カステラを
中心にどらやきやカステララスクを販売する菓子店です。

国産の小麦や岩手山麗の広大な土地で育った鶏の卵を
使った「黒船カステラ」をはじめ、シンプルだからこそ、素材にこ
だわり、ひとつひとつ丁寧に焼き上げたお菓子をお届けします。

2階 サービス・物販①

新規出店 新規出店
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店舗名：コクミンドラッグ

業種：ドラッグストア

店舗名：ポケモンストア

業種：キャラクターグッズ

2階 サービス・物販②

ポケモンオフィシャルショップ「ポケモンセンター」の人気商品を中
心にラインナップした、ポケモンの世界観の中で気軽にお買い
物が出来るポケモンカジュアルショップです。「ポケモンストア」は
関西国際空港でも人気が高く、国内外問わず、多くのお客
様に喜ばれております。

大阪国際空港限定商品として、「パイロットピカチュウ」・「キャ
ビンアテンダントピカチュウ」のぬいぐるみ・マスコットも販売予定
で、旅行のお土産やお子様へのプレゼントにも最適です。

皆様の「美」と「健康」をトータル的にサポートするドラッグストア
です。

旅先で困る急な風邪や乗り物酔いなどのお薬のほか、あると便
利な旅行小物、携帯用の化粧品、お菓子、飲料なども取り
揃え、お客様の旅をサポートします。

新規出店新規出店
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店舗名：SORAMISE

関西初
（空港限定業態）

業種：雑貨

「旅の出発、旅の途中、旅の終わり。それぞれのシーンで、
ちょっとしたワクワクやドキドキを持ち帰ってもらいたい。」そんな
想いで「 SORAMISE 」はスタートしました。

ビジネス、トラベルなど様々な場面のお客様にお楽しみいただ
ける特別なアイテムをご用意します。
大阪国際空港限定商品としてITAMIマスコットキャラクター「そ

らやんグッズ」や「刺繍ハンカチ」のほか、おみやげにもぴったりな
空港限定、大阪限定のオリジナル商品も取り揃えるほか、PC

ケース・スーツケース・文房具・時計・ネクタイなど、ビジネス向
けアイテムも多くご用意しています。

店舗名：関西旅日記

業種：おみやげ（洋菓子・和菓子・弁当/惣菜）

関西地区の名品を取り揃えた総合土産販売店です。有名デ
パートで販売されている和・洋菓子からお弁当や惣菜まで

、お土産にも、ご自分用にも最適な、全ての方に喜んでいただ
ける商品を幅広く取り揃えます。更に、新商品や催事コーナー
では話題の商品・期間限定商品を販売することによって、いつ
ご来店いただいても、飽きの来ない楽しい店舗作りに努めます。
また、大阪国際空港限定商品として、和菓子の叶匠壽庵か

らふわふわでもちもちの新食感生地で溢れんばかりのつぶ餡を
包んだ「仮称 うわのそら」を販売予定です。

2階 サービス・物販③

新規出店

空港初

新規出店
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2階 サービス・物販④

店舗名：pon pon × Chris.P (ポンポン バイ クリスピー)

業種：菓子

ポンポン×クリスピーの明るく賑やかな店内には、一口サイズの
新しいおこし「ポンポンジャポン」や、誰かにプレゼントしたい！と
思うほどデコレーションがとってもキュートな「マシュー＆クリス
ピー」、カラフルでかわいいパッケージに包まれた「メランジェショコ
ラ」など、百貨店で人気のブランドが勢揃いします。

季節限定商品も多数取り揃えており、訪れるたびに新しい発
見が！まるでマルシェのようなワクワク感があるお店です。

大切な方へのプレゼント、パーティーシーンのプチギフトにぴった
りな商品もご用意します！

店舗名：スワロフスキー

業種：アクセサリー（ジュエリー・オブジェ）

1895年、ダニエル・スワロフスキーにより設立されたスワロフス

キー社は創立以来、技術革新とデザインへのあくなき情熱
によって世界的なクリスタルブランドへと発展し、繊細なカット
を施したジュエリー、ウォッチ、オブジェなどのホーム・デコール
製品で多くの人々を魅了し続けています。パリのデザイン・
チームにより生み出される想像力豊かなスワロフスキーのジュ
エリーは毎シーズン、ファッションのトレンドに合わせ発表され
るコレクションは、大胆なデザインから、流行に左右されない
定番のアイテムまで、さまざまなシーンを彩るジュエリーが揃っ
ています。

空港初

新規出店新規出店
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店舗名：ＭＡＲＵＳＨＯ（マルシヨウ）

2階 サービス・物販⑤

業種：レディス、メンズファッション・服飾雑貨

素敵な旅立ちを演出するスマートでスポーティなレディス＆メンズ
のファッションとグッズをセレクトします。

旅先ならではのご不便解消をお手伝いするコンフォートシューズ
や靴下類も取り揃えます。

さらに、大阪国際空港店限定オリジナル商品として、さりげなく
キュートな飛行機柄の刺繍を施したオリジナルドレスシャツとネク
タイも取り揃えます。

リニューアル
オープン
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店舗名：大阪お好み焼き 清十郎

業種：和食（お好み焼き・鉄板焼き）

大阪長居生まれのお好み焼・もんじゃ焼の名店『百十（もも
じゅう）』の繁盛店 グランフロント大阪店を運営する店主が、
試行錯誤を重ねた新業態『大阪お好み焼 清十郎（せいじゅ
うろう）』をオープンします。

空港でのニーズにマッチさせるために素材・工程など焼き上がり
時間の短縮に取り組み、早くて美味しいお好み焼・焼きそばを
お客様にご提供します。バラエティ豊かな鉄板焼きメニューも取
り揃え、年代・性別を問わず幅広いお客様に喜んでいただける
店舗です。

日本初

店舗名：海キッチン KINOSAKI

業種：海鮮料理・クラフトビール

創業350年の城崎・老舗旅館「山本屋」とコラボする新業態の

飲食店舗です。兵庫県内生産者の顔がわかる食材を選りすぐ
り、新たな食シーンをご提案します。

城崎・老舗旅館がプロデュースする大阪国際空港限定の地ビー
ルを、香住漁港から届く「旬」の魚介類と共にお楽しみ頂けます。
毎年11月頃に解禁される「松葉カニ・香住カニ」など産地ならで
はの食材もお店の目玉商品です！

新規出店

3階 飲食①

日本初

新規出店

空港初 空港初



店舗名：大阪黒門市場まぐろのエン時

業種：和食（丼）

大阪の台所、黒門市場に店を構えて90年。

全国より集荷されたマグロをプロの目利きと調理で極上の丼に
て、お値打ち価格でご提供します。
その他、１品料理も多数ご用意しております。

空港で楽しむことのできる自慢のマグロ料理で、非日常の時間、
空間をお楽しみください。

店舗名：名代とんかつ かつくら京都 三条

業種：和食（とんかつ・一品料理）

食に対して厳しく、洗練された土地・京都。その中で、とんか
つひと筋に追求してきた「かつくら」は、食材や素材のひとつひ
とつに心を配ります。厳選された銘柄豚肉は、安心で安全
な美味しさ。植物を原料にして精製されたオリジナルブレンド
の白絞（シラシメ）油は、揚げあがりソフトでカラッと、窯焼
きパンをくだいて作るパン粉が肉の旨みを包み、ふっくらと揚
がるその食感は絶妙です。かつと相性の良いキャベツは季節
ごとに旬に合わせたキャベツを選び、国内各産地から取り寄
せています。

リニューアル
オープン

空港初

新規出店

3階 飲食②
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店舗名： DEAN ＆ DELUCA CAFE

業種：カフェ

クオリティの高い豆とバリスタのスキルで、一杯一杯丁寧に入
れたコーヒーのご提供はもちろん、食のセレクトショップ「DEAN 
& DELUCA」が展開するカフェとして、充実したフードメニューを
ご用意。

ランチをメインに、朝も夜も利用できる充実したラインナップで、
カジュアルでありながら、日常を少し特別にする、心地よい空
間をご提供します。

19

店舗名：大阪エアポートワイナリー

業種：ワインバル（ワイン醸造所、南イタリア料理）

世界初！空港内のワイン醸造所併設ワインバル、「空飛ぶ葡
萄のワイナリー」です。

ワインタンクや醸造風景を眺めながら実際にその場で醸造した
ワインをお楽しみいただけます。

手間ひまかけた飾らない南イタリア料理を、大阪国際空港周
辺の地産地消の食材をメインに、イタリアから空輸した食材とワ
インをマリアージュしご提供します。

ワインをもっと気軽に、ワイン醸造をもっと身近に、ワインを通じ
て日本各地の生産者と消費者を結ぶ、空港を経由地ではな
く目的地になる新たな楽しみ方をご提案します。
※醸造免許申請中

※画像はイメージです。

3階 飲食③

世界初新規出店 新規出店

空港初



20

店舗名：アクタス 店舗名： NORTHSHORE

業種：カフェ

「食べること」は私たちが毎日を生きるうえで、いつも中心に
あります。毎日繰り返すことだから、できるだけ楽しく、できる
だけおいしく、できるだけ体にいいものがいい。
NORTHSHOREでは新鮮なフルーツや野菜が盛りだくさんの、

おいしくて体にも気を使った健康的なメニューをたくさんご用
意しています。気取らずくつろげる気持ちのいい空間で、ぜ
ひ「食べること」を楽しんでください。

4階 屋上 物販・飲食

業種：家具・テキスタイル・インテリア雑貨

アクタスは、北欧、イタリアを中心としたヨーロッパ各国並びに、
アジア、そして日本各地で生産、またはセレクトした衣食住に
まつわる製品を独自のノウハウで編集し、 「丁寧な暮らし」を
お届けするライフスタイルストアです。

こども家具売り場は、今回のリニューアルで、アクタス最大級と
なります。こども用の家具としてだけではなく、大人になっても
使えるアクタス仕様として、長く愛されるいいものをご提供した
いと考え続けています。

リニューアル
オープン 空港初

新規出店



店舗名：ボーネルンドあそびのせかい

業種：親子向け複合遊戯施設、教育玩具

親子の室内あそび場「キドキド」と、世界のあそび道具のお店
「ボーネルンドショップ」が合体し、あそびを通して子どもの健やか
な成長を応援する施設です。
「キドキド」は6ヶ月～12才の子どもが、心と頭と体のすべてを
使ってのびのびと遊べます。長さ12ｍの大型トランポリンなど体

を存分に使って遊ぶゾーン、組み立て遊びなどじっくり遊ぶゾー
ン、本物そっくりの町並みで遊べるごっこ遊びゾーン、赤ちゃん専
用ゾーンがあります。
また、大阪国際空港店ではキドキド初の屋外遊び場もご用意。

併設のボーネルンドショップでは、世界中から厳選したたくさんの
種類のあそび道具を、発達にあわせて選ぶことができます。

4階 屋上 サービス

21

新規出店

空港初


