
 

 

                                       

 

LCC 専用ターミナルビルについて 
～『日本初』の本格的な拠点 LCC 専用施設～ 

 

 

 昨年 10 月より整備を進めてまいりました LCC 専用ターミナルビルについて、供用開始日および名称を決

定しました。詳細およびターミナルビルの概要につきましては、別添資料をご覧ください。 

 

 

 ◆第 2 ターミナルビルのパース図のご提供について 

   下記の URL よりダウンロードしていただく形式とさせていただきますが、 

報道資料としてご活用ください。 

 

  （ダウンロードサイトの URL）本日より 8月末日までご利用いただけます。 

URL：http://www.kansai-airport.or.jp/lcc20120731.zip 

     Zip ファイル解凍のパスワード：kixlcc24 

 

 ※本資料の著作権は、新関西国際空港株式会社に帰属します。著作権についての取り扱いは 

弊社 HP（http://www.kansai-airport.or.jp/policy/index.html）をご覧ください。 

 

 本 URLおよびパスワードのご利用は、報道関係者の方々に限らせていただきます。 
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LCC専用ターミナルビルについて 
- 『日本初』の本格的な拠点LCC専用施設 - 

2012年7月31日 



本日のご報告事項 

① LCC専用ターミナルビル整備の考え方 
 

② ＬＣＣ専用ターミナルビルの概要 
 

③ ターミナルビルの公式名称 
 

④ ターミナルビル内商業施設のご紹介 
 

⑤ 旅客サービス施設使用料（ＰＳＦＣ） 
 

⑥ 供用開始日 



LCC専用ターミナルビル整備の考え方 



機能性 

経済性 

安全安心 

✓ＬＣＣの高稼働を支える高い機能性 

✓低コストオペレーションを可能とす 

 る経済性の追求 

ＬＣＣのビジネスモデル最適化した 

本格的な専用ターミナルビル 

✓セキュリティや運用の安全確保は  

 確実に実施 



LCC専用ターミナルビルの概要 



LCC専用ターミナルビルの特色 

環境及びユニバーサル・デザインにも 
十分な配慮 

機能性・経済性を徹底的に追求した 
日本初のLCC専用ターミナルビル 

商業収入拡大に向けた斬新な店舗展開 



所在地 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中１３番地及び１１ー１番地 

ＬＣＣ専用ターミナルビルの位置 



 駐機場 ９スポット 
       （国際 ２ 国際国内共用 ３ 国内4 ） 

□ 搭乗橋なし（搭乗ゲートから航空機は徒歩で移動） 

 アクセス 
  □ 無料連絡バス（エアロプラザより随時運行） 
  □ 自家用車 駐車場300台 （Ｐ１～Ｐ４駐車場と同料金） 
  □ リムジンバス（一部路線のみ）  □ タクシー 

 ＬＣＣ専用ターミナルビル        
  □ 延床面積 約3万㎡ 
  □ 鉄骨造（平屋 一部2階建て） 



ＬＣＣ専用ターミナルビルの内部コンセプト 

（国際線ゾーン） （国内線ゾーン） 

国際線 

出発 

国際線 

到着 

国内線 

出発 

国内線 

到着 

国際／国内切り替えゾーン 



出発到着ロビーのイメージ 

トップライトによる自然光の採り入れ 
照明のLED化 



搭乗待合室のイメージ 

大きなガラス面と中庭を設え、明るくひろがり 
のある空間 



国際線出発ロビーのイメージ 



ターミナルビルの公式名称 



第2ターミナルビル  

英文：Terminal2 

略号：T2  

第1ターミナルビル  

英文：Terminal1 

略号：T1 



ターミナルビル内商業施設のご紹介 



商業施設の特色 

「食べてみたい、のぞいてみたい、買って 
 みたい」と思わせるおしゃれなつくり 

早朝、深夜便にも対応 

「ターミナルに滞在する時間を楽しんで 
 いただける」時間消費型店舗展開 



商業施設の概要 

国際線 

出発 

国際線 

到着 

国内線 

出発 

国内線 

到着 

国際線 制限ｴﾘｱ内 国内線 制限ｴﾘｱ内 

一般ｴﾘｱ 

免税 飲食 物販 サービス 



出店予定 一覧 

土産・書籍・薬　等 株式会社関西エアポートエージェンシー アプローズ

コンビニ 株式会社セブン-イレブン・ジャパン セブンイレブン KIX初出店・24時間営業

カフェ・バー 株式会社プロントコーポレーション CAFFÈ & BAR PRONTO

総合レストラン 株式会社サッポロライオン RESTAURANT&CAFE　銀座ライオン DEPARTURE KIX初出店

外貨両替 株式会社関西エアポートエージェンシー 関西国際空港直営　外貨両替ショップ　第2ターミナルビル店

外貨両替・徴税 株式会社三井住友銀行 関西国際空港第三外貨両替コーナー

海外旅行保険 株式会社関西エアポートエージェンシー 海外旅行保険販売カウンター　第2ターミナルビル店

携帯電話レンタル 株式会社NTTドコモ ドコモワールドカウンター関空

株式会社三井住友銀行 関西国際空港第2ターミナルビル出張所

株式会社りそな銀行 関西国際空港第2ターミナル出張所

大阪信用金庫 関空第2ターミナル出張所

総合免税物販 株式会社関西エアポートエージェンシー Duty Free Shop

総合免税物販 Peach Aviation株式会社 Peach Shop KIX初出店

物販 土産　等 株式会社関西エアポートエージェンシー 未定

飲食 軽食 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス SKYTERIA KIX初出店

外貨両替 株式会社関西エアポートエージェンシー
関西国際空港直営　外貨両替ショップ
第2ターミナルビル出国エリア店

海外旅行保険 株式会社関西エアポートエージェンシー 海外旅行保険自動引受機　第2ターミナルビル出国エリア

土産　等 株式会社関西エアポートエージェンシー アプローズ

総合物販 Peach Aviation株式会社 Peach Shop KIX初出店

飲食 軽食 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス SORATERIA KIX初出店

ＡＴＭ

エリア 区分 業態 運営者 店舗名（仮称）

国際線
制限エリア

免税

サービス

国内線
制限エリア

物販

備考

一般
エリア

物販

飲食

サービス



主な店舗のイメージ 

国際線制限エリア 飲食店 
 
SKYTERIA 

国内線制限エリア 飲食店 
 

SORATERIA 



主な店舗のイメージ 

一般エリア 飲食店 
 
RESTAURANT&CAFE  
銀座ライオン DEPARTURE 

一般エリア 飲食店 
 

CAFFÈ & BAR PRONTO 



主な店舗のイメージ 

一般エリア 物販店 
 
セブンイレブン 

国際線制限エリア  
総合免税店 

 
Duty Free Shop（仮称） 



旅客サービス施設使用料 

（ＰＳＦＣ） 



旅客サービス施設使用料（ＰＳＦＣ） 

 お支払方法 

 航空券購入時に航空運賃とあわせてお支払い
頂きます。 

 

 （国際線）  1,500円（出発時・税込）  
 

（国内線）    400円（出発時・税込） 

          350円（到着時・税込）  

           
 



供 用 開 始 日 



供用開始日（予定） 

2012年10月28日（日） 




