
すべての旅に、すばらしい体験を。それ
が、関西エアポートの使命。空港も旅の
一部。だから私たちは、新しい旅と体験
のゲートウェイとしての価値を追求し続
けます。そのために大切なことは二つ。
ストレスを減らすことと、楽しさを増や
すこと。お客さまが、自然体で充実した
時間が過ごせるように、空港体験をイノ
ベーションしていきます。もちろん、そ
れを支える安全の確保や安心してご利用
いただける環境づくりにも全力を尽くし
ます。文化も専門も多種多様な私たちは、
関西らしさを存分に活かしながら、新し
い旅の体験を創造しつづけます。

社員紹介

関西エアポートの仕事をもっと知りたい方へ
当社WEBサイトをご参照ください。

PEOP L E

http://www.kansai-airports.co.jp/recruit/recruit.html

関西空港運用部
運用調整グループ
2016年入社

　  仕事内容は？
　  関西空港に運航している航空会社
との窓口として、日々運用や改修後の
第１ターミナルビルでの運用の調整を
担当しています。

　  仕事で大切にしていることは？
　  外部調整が多い仕事のため、相手
のニーズをしっかり聞いて、状況や相手
に合わせて柔軟に解決策を考えること
です。

　  今後の目標は？
　  T1リノベーションによって新しくなる
関西空港の国際線を、魅力が多く、
お客さまや航空会社さまにとって楽しく
利用しやすい施設にすることです。

西川 大稀

　  仕事内容は？
　  会社の経営上重要な経費となる
人件費の予算策定や管理、新しい人事
システムを導入するためのプロジェクト
に参画しています。

　  会社の雰囲気は？
　  自発的に仕事をすることが求められ
ますが、チームワークを大切にしている
文化のため、困ったときには上司や同僚
に相談がしやすいです。

　  当社の良いところは？
　  フレックス勤務やテレワークなど
社員が自分に合った働き方を選べる
制度がある点です。習い事などで活用
していて、とても助かっています。

中里 満理奈
技術本部　IT部
ビジネスアプリケーション
グループ
2022年入社

　  仕事内容は？
　  空港を運用するためのITシステム
の管理や新たなシステムを導入する際
のプロジェクトマネジメントを行う仕事
です。

　  仕事のやりがいは？
　  自分が導入に携わったITシステムを
お客さまが実際にご使用になるところ
を見ることができる点です。

　  当社の良いところは？
　  幅広い業務を経験でき、日々 の業務
の中で新たな発見があるところです。
また、個人を尊重する社風がとても好き
です。

西原 琢斗
技術本部　基盤技術部
空港島保全グループ
2021年入社

管理本部グループ人事部
人事オペレーションズ
2019年入社

　  仕事内容は？
　  高潮や高波、津波などの災害から
空港を守るために、護岸や止水壁の
かさ上げ工事の監督業務を行ってい
ます。

　  当社の良いところは？
　  3空港それぞれで空港の安全・安心
を守るために必要な技術が異なり、
様々な技術を知ることができる点です。

　  今後の目標は？
　  空港を守るために必要な技術を
身につけ、自然災害が増えている中でも
より安全な空港を実現できるよう貢献
していきたいです。
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リヴィア・アヴェルサ

会社名 関西エアポート株式会社

設　立 2015年12月1日

所在地 〒549-8501  大阪府泉佐野市泉州空港北1番地

代表者 代表取締役社長 CEO　山谷 佳之
 代表取締役副社長 Co-CEO　ブノア・リュロ

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

　
 

資本金 250億円

すべての旅に、すばらしい体験を。
それが、関西エアポートの使命。

空港も旅の一部。
だから私たちは、新しい旅と体験のゲートウェイとしての価値を
追求し続けます。

そのために大切なことは二つ。
ストレスを減らすことと、楽しさを増やすこと。
お客さまが、自然体で充実した時間が過ごせるように、
空港体験をイノベーションしていきます。

もちろん、それを支える安全の確保や
安心してご利用いただける環境づくりにも全力を尽くします。

文化も専門も多種多様な私たちは、
関西らしさを存分に活かしながら、
新しい旅の体験を創造しつづけます。

ブランドステートメント

会社基本情報

SNS公式アカウント

新卒採用担当

採用に関するお問い合わせ

E-mail: saiyou@kansai-airports.co.jp

※2018年4月より、関西エアポートグループである「関西エアポート神戸株式会社」が
神戸空港を運営しています。

募集職種

事務系総合職 ● 運用系部門　  ● 営業系部門　  ● 管理系部門
技術系総合職 ● 技術系部門（土木分野、建築分野、設備分野、IT分野、環境分野）

関西国際空港
公式Facebook

大阪国際空港
公式Facebook

神戸空港
公式Facebook

関西エアポート
公式Instagram

大阪国際空港
公式LINE

関西3空港での
SDGsへの取り組み

関西エアポート
公式LinkedIn

関西エアポート
公式Twitter

関西エアポート
公式YouTube

関西エアポート 
グループキャラクター
「そらやん」公式Twitter

Shaping a New Journey
Kansai Airports



ワールドクラスで新たな空港運営の姿を創造
関西エアポート株式会社は、2016年4月1日より関西国際空港（KIX）および大阪国際空港（ITAMI）の運営会社として事業を開始しました。

また、2018年4月からは関西エアポート株式会社の100％出資会社である関西エアポート神戸株式会社が神戸空港（KOBE）の運営会社として事業を開始しました。

私たちは“One関西エアポートグループ”として、安全と安心を最優先に、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、関西3空港の可能性を最大限に引き出すことで、地域コミュニティへ貢献することを目標としています。

LCC（ローコストキャリア）の急成長や訪日外国人旅客の急増など、日々変化する空港運営ビジネスの中で、

新たな空港運営の姿を創造し続けるワールドクラスの空港運営会社となることをめざします。

私たち関西エアポート株式会社は、アジア太平洋地域の航空業界における
先駆者として世界に認知され、新たな空港運営の姿を創造し続ける
ワールドクラスの空港運営会社となることをめざします。

● 安全と安心を最優先に空港運営を行います。

● 豊富な経験を活かした迅速な運営プロセスと顧客サービスで、最高の顧客満足を実現します。

● 円滑な空港運営を通じて、地域コミュニティと地域経済の発展に貢献します。

● 日本と関西の文化と産業の象徴となり、その魅力を世界に発信します。

● 地域社会と調和し、環境に優しい空港であり続けます。

● 世界レベルの専門人材を育成し、職員が働く喜びと誇りを共感する風土を醸成します。

私たちの仕事私たちがめざすもの

営業系部門 管理系部門運用系部門

脱炭素をはじめと
する資源循環や環境
共生の取り組みの
計画立案、推進など

空港内および社内
におけるITサービス
戦略の企画立案や
運用・維持管理など

旅客ターミナルビル
など空港施設の基本
設計、既存施設の
リノベーション計画
策定など

技術系部門

滑走路、空港島の
土地や護岸の整備・
維持管理、また新設
や拡張など

建築付帯設備や各
種機械設備（旅客
手荷物搬送システム
等）・電気設備（航
空灯火等）の新設や
改修、維持管理など

土木分野
多くのステークホル
ダーとの連携を図る
渉外や、会社を支え
る人事・広報・法務
など

企画・管理系
収入や支出を管理
する経理業務や予
算・投資計画の策
定・管理、あらゆる
設備の買い付けを
行う調達業務など

財務・調達系
飛行場面管理・点
検や航空機の円滑
な運航支援、空港
全体の安全管理や
危機管理に関する
企画・立案など

飛行場運用
新規路線の開拓や
マーケティング、
旅客・貨物便の需
要を創出するための
企画など

航空営業
ターミナルビル内の
店舗管理や販売促
進、テナント誘致、
空港の各種不動産
管理など

ノンエアロ事業 建築分野 機械分野 環境分野 IT分野

空港の価値を高め、アジア太平洋地域における航空業界のビジネスモデルに

快適で楽しい旅の体験を創造するために

会社
複数空港
運営

開港以来の
大規模な
リノベーション

空港での過ごし方を変える関西国際空港

事務系総合職 技術系総合職

2020年8月に約50年ぶりのターミ
ナル改修を経たITAMIは、国内線とし
て日本初導入となるウォークスルー型
商業エリアを新設し、保安検査通過
後には、搭乗までの待ち時間をお買い
物やお食事をしながら楽しんでいただ
ける空間に生まれ変わりました。飛行機
をご搭乗になるお客さまだけでなく、
地域の方に日常的にご利用いただける
空港をめざしています。

KIXは現在、1994年の開港以来初と
なる大規模リノベーション工事を行って
います。2022年10月26日にその第1
段階として「新国内線エリア」がオー
プンしました。2023年冬には国際線
出発エリア中央が完成し、2025年春
にはグランドオープン、そして2026年
秋には国際線出発エリア・南北商業
施設がオープン予定です。2025年に
開催される「大阪・関西万博」では、
新しくなったターミナルビルで国内外
からのお客さまをお迎えします。

ITAMI

KOBE

KIX

関西国際空港

大阪国際空港

神戸空港

ターミナル
大規模改修
プロジェクト

生まれ変わった大阪国際空港 2018年4月より関西エアポート神戸
株式会社は神戸空港（KOBE）の運営を
開始しました。2022年9月には、ミニ
チュア写真家・見立て作家の田中達
也氏初となる常設ミュージアム
「M IN I A TUR E  L I F E  × KOB E  
AIRPORT」をオープンし、田中氏の代
名詞的作品「ブロッツリー」をフォトス
ポットとして設置。自分がミニチュアに
なった気分で写真撮影を楽しめます。
今後も多様なお客さまにとってさらに
便利な空港へと進化していきます。

※関西エアポートグループである
　「関西エアポート神戸株式会社」が
　神戸空港を運営しています

「MINIATURE LIFE ×
 KOBE AIRPORT」が
オープン

新たな取り組みで進化する神戸空港

関西エアポートグループは、
持続可能でよりよい世界をめざす
SDGsの推進に取り組んでいます。

https://www.kansai-
airport.or.jp/sdgs

https://www.kansai-airport.or.jp/sdgs



