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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。今回の先行オープン時に、すでにお知らせしておりました 30 店舗に加え、新たに 4 店舗が新

規出店することになりましたのでお知らせいたします。 

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。 

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。 

 

 

■よしもとエンタメショップ 

ジャンル：物販（よしもとキャラグッズ・吉本新喜劇グッズ・NMB４８グッズ） 

場所：4F 展望デッキ北エリア 

吉本興業のエンタメショップが登場。よしもとのキャラクターグッズを販売 

するほか、店内には吉本新喜劇の「書割（演劇の建物や背景を描いたもの）」 

が設置され、撮影スポットとしてもご利用いただけます。店内では不定期で 

漫才等お笑い劇場の開催も予定されています。大阪土産としてはもちろん、 

お笑い好きの方には来て見て楽しんでいただけるショップです。 

 

■INFORMATIONひょうご・関西 

ジャンル：観光 PR 

場所：ターミナルビル中央ブロック 2F 

兵庫県や関西・就航都市の魅力を紹介するブースです。双方向会話で 

観光案内を行うロボット・コンシェルジュや特産品の自動販売機を設置 

するほか、物産販売などの催事も随時開催が予定されています。 

 

■Queensway Light/Q’s ボディケア 

ジャンル：リラクゼーション 

場所：ターミナルビル中央ブロック 2F 

出発前や到着後に気軽にリフレッシュできるリラクゼーションサロンです。 

着衣のまま受けられるボディケアやリフレクソロジーなど 10 分 1000 円～。  

 

■HAIRS N.J 1963 

ジャンル：理容 

場所：ターミナルビル中央ブロック 2F 

ビジネスシーンや思い出を作る旅の前に身だしなみを素敵にデザイン。 

ひとり一人の魅力を最大限に引き出す理容室・ヘアサロンです。 

 

                                                
 

【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：072-455-2201 

 

 大阪国際空港中央エリア先行オープンの新規店舗が追加決定。 

～よしもとエンタメショップなど 4店舗が追加決定。計 34店舗に！～ 



 
 

〇店舗概要 

先行オープン店舗数：34 店舗 ※下表で色塗りの 4 店舗が今回追加分 

内訳…新規出店：30、既存店のリニューアル：4（飲食：18、物販：12：サービス：4） 

※2018 年 3 月 29 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 サービス 2F HAIRS N.J 1963 理容 ●    

23 サービス 2F 
Queensway Light/ 

Q’s ボディケア 
リラクゼーション ●    

24 サービス 2F インフォメーションひょうご・関西 観光 PR     

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

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

27 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 

28 飲食 3F 大阪黒門市場まぐろのエン時 和食（丼） ● 
   

29 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 

30 飲食 3F DEAN＆DELUCA CAFE カフェ 
    

31 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 

32 物販 4F よしもとエンタメショップ お土産・キャラクター雑貨     

33 飲食 4,5F NORTHSHORE カフェ ●    

34 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 40 ヵ国・

地域に拠点を設け、グローバルに展開しています。 

 

 

 

 

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、ポルトガル（リスボンのハブ空港含む）、カンボジア、日本、ドミニカ共和国、チリ、そし

てブラジルの空港には、合計で 200 社を超える航空会社が就航し、2017 年の旅客者数は 1 億 5,660 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 2,000 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。 

2017 年の連結売上高は 14 億ユーロ、グループ全体の売上高は 32 億ユーロ（関連会社含む）に達しました。 

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 

 
 

 


