
 

 

                                       

 

～「ＫＩＸカード」のサービスが大阪国際空港にも拡大～ 
 

駐車場割引や店舗での優待サービス開始！ 
 

  

関西国際空港（KIX）からの旅をもっと便利におトクにご利用いただけるカードとしてご愛顧いただいてい

る、「KIX カード」のサービスの一部が、大阪国際空港でもご利用いただけるようになります。 

 

関西国際空港（KIX）でご好評いただいている「KIX カード」のサービスを大阪国際空港（ITM）でもご提供

することで、両空港が一体となったサービスを展開し、お客様の更なる利便性向上を目指してまいります。 

 

 

 

◆サービス開始 

 ・11 月 15 日（木）より（駐車場は 15 日（木）の 0 時 00 分以降の入庫分より） 

◆サービス内容  

 ・大阪国際空港駐車場料金の 10%割引 

 ・大阪国際空港ターミナルビル内提携店舗でのご優待 

  提携店舗数 ・・・ 51 店舗（飲食 17 店舗、物販 34 店舗） 

  ※総店舗数 ・・・ 80 店舗（飲食 25 店舗、物販 55 店舗） 

      ◆券面 

（一般会員）        （プレミアム会員） 

       

 

※KIX カード及び新サービスの詳細はホームページをご覧ください   

http://www.kansai-airport.or.jp/kcc/index.html 

 

＜参考＞ 

現状の「KIX カード」の主なサービス 

◆関西国際空港のフライト利用でフライトポイントを付与。 

 →マイルや商品券に交換できるほか、アクセス割引にも利用可能。 

◆関西国際空港駐車場の２５％ＯＦＦ。 

◆関西空港ターミナルビル内店舗を含む全国の提携施設でご優待。 
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平成24年11月8日現在

【北ターミナル】

業種 場所 店　舗　名 カード提示場所 内　　容 備考

そじ坊 精算時 10％割引 他の特典との併用不可。

カフェ英國屋　アゼリア 精算時 10％割引 他の特典との併用不可。

空膳 精算時 5％割引 一部除外商品あり。他の特典との併用不可。

エアポートベーグルカフェ 精算時 5％割引 一部除外商品あり。他の特典との併用不可。

蒼園 精算時 5％割引 一部除外商品あり。他の特典との併用不可。

ピザーラエクスプレス 精算時 10％割引 他の特典との併用不可。

スカイプラザ 精算時 5％割引 一部除外商品あり。他の特典との併用不可。

専門大店１号売店 精算時 5％割引 一部除外商品あり。他の特典との併用不可。

専門大店２号売店 精算時 5％割引 一部除外商品あり。他の特典との併用不可。

ブルースカイ 精算時 1,000円（税込）以上のご利用で5％割引 一部除外商品あり。他の特典との併用不可。

グラシアス北店 精算時 5％割引 一部除外商品あり。他の特典との併用不可。

【中央ブロック】

業種 場所 店　舗　名 カード提示場所 内　　容 備考

グルメ 精算時 10％割引

そば処　関亭 精算時 5％割引 一部除外商品あり。他の特典との併用不可。

チャオパスタ 精算時 5％割引 一部除外商品あり。他の特典との併用不可。

たこぼん 精算時 5％割引 一部除外商品あり。他の特典との併用不可。

お好み焼　たこぼん 精算時 5％割引 一部除外商品あり。他の特典との併用不可。

中央３階 シックスシェフ　 精算時 5％割引 一部除外商品あり。他の特典との併用不可。

おつけもの処　高野 精算時 1200円（税込）までのご利用で5％割引、1,201円（税込）以上のご利用で10％割引 他の特典との併用不可。

小倉屋山本 精算時 2,000円（税込）以上のご利用で5％割引 他の特典との併用不可。

あみだ池大黒 精算時 2,100円（税込）以上のご利用で5％割引 一部除外商品あり。他の特典との併用不可。

名店街（茜屋、とよす、千鳥屋、宇治園、駿河屋） 精算時 5％割引 一部除外商品あり。他の特典との併用不可。

センカ 大阪空港中央店 精算時 5％割引 他の特典との併用不可。

コンディトライ神戸 精算時 焼菓子プレゼント

本髙砂屋 精算時 1,050円（税込）以上のご利用で5％割引 一部除外商品あり。他の特典との併用不可。

神戸風月堂 精算時 5％割引 他の特典との併用不可。

モチクリーム 精算時 5％割引 他の特典との併用不可。

ゴンチャロフ 精算時 2,100円（税込）以上のご利用で5％割引 他の特典との併用不可。空港内直営店のみ割引。

京名物のれん会　大阪国際空港店 精算時 5％割引 他の特典との併用不可。

マルシヨウ 精算時 5％割引 他の特典との併用不可。

トイメリー 精算時 5％割引 一部除外商品あり。他の特典との併用不可。

佳王留 精算時 5％割引 一部除外商品あり。他の特典との併用不可。

香鳥屋 精算時 5％割引 一部除外商品あり。他の特典との併用不可。

喜八洲 精算時 みたらし団子15本以上のお買い上げで5％割引 他の特典との併用不可。

マネケン 注文時 5％割引 他の特典との併用不可。

リュニベールＥ店 精算時 5％割引 一部除外商品あり。他の特典との併用不可。

ミルフィーユ 精算時 5％割引 他の特典との併用不可。

山藤園芸 精算時 5％割引 他の特典との併用不可。

だがし屋 精算時 5％割引 一部除外商品あり。他の特典との併用不可。

【南ターミナル】

業種 場所 店　舗　名 カード提示場所 内　　容 備考

南１階 ａｔ ショップ 精算時 5％割引 一部除外商品あり（新聞、雑誌、タバコ、酒 等）。他の特典との併用不可。

南２階 ベレール 精算時 5％割引 一部除外商品あり。他の特典との併用不可。

南１階 ａｔ カフェ 精算時 5％割引 他の特典との併用不可。

専門大店３号売店 精算時 5％割引 一部除外商品あり。他の特典との併用不可。

ギフトショップ　グラシアス 精算時 5％割引 一部除外商品あり。他の特典との併用不可。

ワインショップ　グラシアス 精算時 5％割引 一部除外商品あり。他の特典との併用不可。

ＡＮＡ　ＦＥＳＴＡ 精算時 1,000円（税込）以上のご利用で5％割引 一部除外商品あり。他の特典との併用不可。

リュニベールＣ店 精算時 5％割引 一部除外商品あり。他の特典との併用不可。

いっぴん堂 精算時 5％割引 一部除外商品あり。他の特典との併用不可。

センカ　大阪空港南店 精算時 5％割引 一部除外商品あり（飲料）。他の特典との併用不可。

【ゲートブロック】

業種 場所 店　舗　名 カード提示場所 内　　容 備考

スカイパティオ南店 精算時 5％割引 一部除外商品あり。他の特典との併用不可。

スカイパティオ北店 精算時 5％割引 一部除外商品あり。他の特典との併用不可。

【屋　　上】

業種 場所 店　舗　名 カード提示場所 内　　容 備考

屋上 収穫祭 注文時 5％割引 一部除外商品あり（コース料理）。他の特典との併用不可。
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