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関西エアポート株式会社は、９月１４日（金）に第１ターミナルビルを部分的に再開し、あわ

せてＡ滑走路の運用を開始することをお知らせします。 

 

 
記 

 

 

供用開始日：2018年 9月 14日（金）0時より  

 

再開エリア：第 1ターミナルビル（南部分のみの暫定供用） 

 

運 航 便：別紙参照 
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関西エアポート株式会社  
企画・管理部 広報・ブランディングチーム 

 

 
関西国際空港 第１ターミナルビルの暫定供用について 

― 9 月 14 日（金）、第１ターミナルビル南部分を再開します ― 



関西国際空港 第１ターミナルビルの暫定供用について

Sept. 13, 2018



1

第１ターミナルビルの暫定供用について

１．第１ターミナルビルの復旧状況

２．オペレーション等

３．就航状況

４．アクセスの状況



（参考）
IT設備：通信設備(wifi)、

フライト情報電子掲示板、
チェックインシステム 等

BHS：受託手荷物の荷捌システ
ム、搬送ベルト 等

PBB：航空機への搭乗橋

１．第１ターミナルビルの復旧状況（1/3）
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No. 機能 2018／9／7 2018／9／1３ 15時時点

１ 照明 ・一部停電中 ・復旧済み（北エリア一部除く）

2 防災設備
・監視設備：一部水損
・消火設備：一部水損
・放送設備：一部水損

・監視設備：関空中央オペレーションセンターで集中監視
（一部巡回等で補完）

・消火設備：復旧済み
・放送設備：復旧済み

３ 昇降機 ・監視設備水損 ・使用可能（一部除く）

４ IT設備
・通信機器浸水
・システム拠点点検中

・復旧済み

５ 空調 ・一部水損により点検中 ・復旧済み

6
スポット
（PBB）

・18/41スポット使用可能
・26/41スポット使用可能
（本館～南ウィング）

7
手荷物取扱設備

(BHS)
・国際線 浸水により使用不可
・国内線 使用可能

・国際線南エリア 使用可能
・国内線 使用可能



（参考）

航空灯火：航空機用の誘導灯 等

給油施設：航空機燃料を取り扱う
施設や配管 等

１．第１ターミナルビルの復旧状況（2/3）
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No. 機能 2018／9／7 2018／9／1３ 15時時点

8 A滑走路
・浸水による滞水
・排水ポンプ故障
・舗装上にごみ等の散乱

・排水完了
・排水ポンプ 仮復旧済み
・清掃済み

9 航空灯火 ・航空灯火 被害確認中 ・航空灯火 復旧済み

10 給油施設
・施設：安全性確認中
・航空機燃料の品質：確認中

・施設：消防当局、IATA、サプライヤー確認済み
・航空機燃料の品質：IATA、サプライヤー確認済み

11 廃棄物処理施設 ・稼働中 ・稼働中

12 上水施設 ・供給可能 ・供給可能

13 護岸
・VOR/DME（航空機無線施
設）近辺の護岸が一部倒壊

・対策済み
（土のう・フィルターユニットによる保護）



機能別復旧計画（使用可能スポットまとめ）
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#１～#15#16～#41

#101～#111#201～#215

#80～#99

#251～#257

#M2～#504

【explanatory notes 凡例】 (Total: 104 spots)

: Recovered since 7th Sept.（27 spots)
9/7～復旧済み

:  Recovered since 11th Sept.（10 spots)
9/11～復旧済み

: It will be restored since 14th Sept.（52 spots)
9/14～復旧予定

: Recovery in progress（15 spots)
復旧中

１．第１ターミナルビルの復旧状況（3/3）
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２．オペレーション等

〇レストラン・ショップの営業予定
T1 130店舗中 60店舗（46％）※再開エリア部分
・一部の店舗は営業時間を変更して営業。
・一部の飲食店舗では限定メニューにて営業。

（参考：T2 24店舗中 24店舗（100％））

〇ライフライン 電気、空調、水、インターネット、電話
再開エリアに関しては、機能再開。

〇空港スタッフの受け入れ体制
受け入れ体制問題なし。



3．就航状況
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【9月14日（金）のフライト就航予定】 ※（）内は通常時に対する比率

〇国際線

ターミナル１：29社（51%）、49便（31%） →9月20日時点で37社（65%）、64便（40%）

ターミナル２：2社、 15便 ※通常時の100％

※週単位でみると、T1を利用していた57社のうち53社（93%）が就航する見込み

〇国内線

ターミナル1：5社（83%）、19便（44％） →9月20日時点で6社（100%）34便（79%）

ターミナル2：1社、22便 ※通常時の100％

※初日の9月14日時点では、ターミナル1全体（国際、国内）で34%の便が就航

→9月20日時点で50%に回復



4．アクセスの状況
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〇鉄道
JR、南海電鉄とも運休中
※無料の臨時シャトルバスがりんくうタウン駅～関西空港間で運行しています。

〇リムジンバス
一部路線の運行を再開しています。（9月13日現在 19/25路線）

〇マイカー・レンタカー
自家用車、レンタカーは運行できません。

〇神戸―関空ベイ・シャトル
通常運航を行っています。



ピーク時間

（参考） 空港連絡橋 道路のキャパシティ
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※現状の道路状況（片側対面１車線）の容量を700台 / 時間に抑える計画

自家用車（旅客、従業員）
の禁止、および貨物・配送業
者車両の時間制限（6:00

～9:00 以外に ＩＮ）によ
り、全体交通量を抑制。

・ 空港ＩＮ 現在の計画交通量
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• 空港ＩＮ 平常時（2017年12月）の交通量



9月14日OPEN店舗（全60店舗）

■飲食店舗（9店舗）

エリア 店舗名 営業時間

がんこ寿司 8:00〜22:00

PRONTO エアサイド店 8:00〜22:00

タリーズコーヒー/Ciao 南ウイング店 調整中

国内線ゲートエリア内 アプローズゲートショップ 調整中

英國屋アゼリア 7:00〜22:00

とんかつKYK 調整中

Goryo 午後から予定

ざ・U-don 調整中

まいどおおきに関空食堂 調整中

■物販店舗（17店舗）

エリア 店舗名 営業時間

和-NAGOMI- 7:00〜24:00

萬-YOROZUI-

調整中

AAS HOBBY SHOP 調整中

コクミン 関空ゲート内店 6:30〜21:35

ANA FESTA 6:20〜21:35

ファミリーマート（4階） 7:00〜24時間

コクミンドラッグ 調整中

アプローズ 3階店 調整中

空港専門大店　グルメギフト 調整中

ココカラファイン 7:00〜21:30

コクミンコスメ 7:00〜21:30

博品館TOY PARK 7:00〜21:30

ザ・ダイソー 7:00〜21:30

ファミリーマート（2階） 24時間

アプローズ ２階店 6:15〜23:00

KABプラザ 6:15〜23:00

ローソン 24時間

■免税店舗（15店舗）

エリア 店舗名 営業時間

KIX DUTY FREE 本館南店 7:00〜24:00

LOTTE DUTY FREE by KAA

7:00〜24:00

CHANEL FRAGRANCE&BEAUTY SOUTH

7:00〜24:00

デューティーフリーショップ ブランドゥブラン

7:00〜22:00

AAS免税店

調整中

KIX DUTY FREE 南ウイング先端店

7:00-24:15

KIX DUTY FREE 南ウイング中間店

7:00-24:15

SOUTH WING A.S.D TOBACCO SHOP

8:00〜21:00

ヴィクトリアズ・シークレット

9:00〜24:00

モンブラン　ブティック

調整中

ダンヒル　ブティック 調整中

エルメス　ブティック　サウス 7:00〜22︓00

バーバリー　ブティック

7:00〜22:30

エルメネジル　ド　ゼニア

調整中

国際線　到着

ANA ARRIVAL DUTY FREE SHOP

7:00〜22:30

■サービス店舗（19店舗）

業種 店舗名 営業時間

KIXエアサイドラウンジ 7:30〜22:00

カードメンバーズラウンジ⾦剛 7:30〜21:30

iQOSラウンジ（本館中央） 調整中

iQOSラウンジ（南先端） 調整中

リージャスエクスプレス 8:00〜21:00

関空直営外貨両替（国際線制限エリア内） 調整中

トラベレックス（国際線制限エリア南中間） 8:00-21:30

トラベレックス（国際線制限エリア南先端） 8:30-16:00

トラベレックス　国際線到着ロビー店 7:00-21:30

関空直営外貨両替（４階） 6:30〜22:30

関空直営外貨両替（１階） 6:30〜23:00

SMBC信託銀⾏ 7:00〜16:30

ビジネスセンター 7:00〜20:00

海外旅⾏保険カウンター 7:15〜23:40

近畿通関 7:00〜22:30

関⻄ツーリストインフォメーションセンター 調整中

KDDIカウンター 8:30〜20:00

モバイルセンター 7:00〜22:30

高速船チケットカウンター 6:00〜24:00

ラウンジ

外貨両替

その他

国際線制限エリア内

一般エリア

国際線制限エリア内

国内線ゲートエリア内

一般エリア

国際線　出発


