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関西国際空港 第１旅客ターミナルビル リノベーションに着手 

お客様がさらに利用しやすい空港に生まれ変わります 
 

この度、関西国際空港では第１旅客ターミナルビルの大規模な改修を実施することになりました。大規模

な改修は 2010年実施の国際線出国エリア内再開発「KIXエアサイドアベニュー」以来となりますが、今回は

商業施設にとどまらず、機能施設も改修の対象とした、開港来初の大規模改修となります。 

 現在、関西国際空港では世界トップレベルの CS推進空港をめざし、「Smile Airport！」を宣言し、CS向上

に取り組んでいるところです。 

今回実施いたします改修は、来年 9月 4日に開港 20周年を迎える節目の時期にあたり、関西国際空港

が日本の玄関口としてふさわしい空間を創出し、更なる価値の向上を目指すものと考え、単なる「リニュー

アル」ではなく、機能の向上・価値の向上をはかる「リノベーション」と位置付け、旅客ターミナルビルの抜本

的な魅力の向上を目指します。 

今回の改修の概要は以下の通りです。また、詳細につきましては、別添資料をあわせてご参照ください。 

開港 20周年を迎える関西国際空港の“リノベーション”に、是非、ご期待ください。 

 

【主な改修内容】 

 快適な空間の創造 

○ 館内のトイレ・ベビールームを順次改装  

○ 4階・2階の待合椅子を順次更新し、モバイル用の電源設備も配備 

   また、国際・国内線ゲートエリアの待合椅子もお客様の多様なニーズに対応できるよう順次更新 

○ 3階免税エリア北側にラウンジ・シャワー施設を新設 

利便性・機能性の向上  

  ○ 4階チェックイン・システムのコモン化により機能を向上 

○ 4階の店舗・施設の再配置 

  （南北中央の 3か所に分かれている団体カウンターを南北に集約。中央には両替所、ATM、ビジネス 

センター等のサービス施設を集約） 

○ 4階案内・保険カウンター(3か所)を一新し、視認性と機能性を向上 

  魅力ある商業エリア創造 

○ 4階に免税エリアを拡大し、大型の免税店を新設 

○ 3階免税エリア「KIXエアサイドアベニュー」にもブティック等の免税店を増設 

 また、インバウンド対応の日本土産、電化製品等を販売する店舗も新設 

   ○ 4階、2階に 24時間対応のコンビニエンスストアを新設 

 

【工期】 

2014年 3月中旬（着工）～2015年 3月末（予定） 
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 2014 the airport experience at KIX 

 この度、関西国際空港では第１旅客ターミナルビルの大規模な改修を実施することとなり 
ました。 
  
 今回の改修は、来年９月４日に開港２０周年を迎える節目の時期にあたり、関西国際空港 
の更なる将来への飛躍を目指し実施するものです。 
 私どもといたしましては、今回の改修を単なる「リニューアル」ではなく、用途、機能の 
変更を行い、性能の向上、価値の向上を図る「リノベーション」と位置付け、「新関空モデ
ル」を実現し、旅客ターミナルビルの抜本的な魅力の向上を図ります。 
  
 今回の改修により、関西国際空港をご利用頂くお客様により便利に、より楽しく、より快適 
にご利用頂けるものと確信しております。また、お客様にご満足頂くことが、関西国際空港の 
価値の向上につながるものと考えております。 
 
 開港20周年を迎える関西国際空港の“リノベーション”に、是非、ご期待下さい。 
 
 

２０１３年１１月７日 
新関西国際空港株式会社 
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 １．コンセプト 

 関西国際空港は、今後の旅客数の増加やニーズの多様化に対応し、 
お客様の利便性、快適性、楽しさを向上し、さらには関西国際空港の
価値の向上をめざし、第一旅客ターミナルビルを改修（＝リノベー
ション）いたします。 

快適な空間 
の創造 

お客様が 
笑顔になる空港 

魅力ある商業 
エリアの創造 

利便性・機能性 
の向上 
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 快適な空間の創造 
  ■館内のトイレ・ベビールームを順次改装。     
  ■4階・２階の待合椅子を順次更新し、モバイル用の電源設備を配備。４階は照明も増強。 
   また、国際線・国内線ゲートエリアの待合椅子もグループ利用、リクライニング等、多様な 
   お客様のニーズに対応できるよう順次更新。 
  ■3階免税エリア北側にラウンジ・シャワー施設を新設。 
 

 利便性・機能性の向上 
  ■4階のチェックイン・システムのコモン化により、機能性を向上。 
  ■4階の店舗・施設を中央に再配置。 
 

             ・団体カウンターは南北に集約し、カウンターを一新 
       ・中央団体カウンター跡には外貨両替、ビジネスセンター等のサービス施設を配置 
  

  ■4階の案内・保険カウンター（3箇所）を一新し、視認性と機能性を向上。 

  ＜その他の整備＞ 

     ・4階の保安検査場入口を改装 ・Wifiの全館対応 ・案内旅客サインを順次更新 
 

 魅力ある商業エリア創造 
  ■4階に免税エリアを拡大し、大型の免税店を新設。 
  ■3階の免税エリアにもブティック等の免税店を新設。 
   さらに、東南アジアをはじめとした急増するインバウンド旅客に対応するため、日本土産や 
   電化製品を販売する店舗も新設。 
  ■4階、2階に24時間対応のコンビニエンスストアを新設 

 １．コンセプト 
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トイレ 
●木目調に一新し、モダンで暖かみのある居心地 
 のよい空間に整備します。 
●温水洗浄便座を整備して、機能性を向上します。 
●女性トイレにはパウダーコーナーを併設します。 
●個室スペースを広くして手荷物にも配慮します。 

ベビールーム 
●ご家族でも利用しやすい空間にします。 
●動線を考慮したレイアウトにします。 
●大きなピクトサインとやさしい色づかいで 
 お子様でもわかりやすい空間にします。 
 

 ２．完成後のイメージ 

 館内トイレ・ベビールームを順次改装！ 
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 ２．完成後のイメージ 

 チェックイン前のキャニオン空間は、 
 待合椅子を更新し、モバイル用の電源設備も 
 配備します。 
 また、自動販売機を8箇所に集約するととも 
 に照明を増強し、すっきりと明るい空間に変 
 わります。 
 
 

 国際線ゲートもグループ利用、リクライニング等の待合椅子を設置し、 
多様なお客様のニーズに対応できるように順次更新します。 

 4階国際線出発フロアをリノベーション！ 
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団体カウンターは、南北2箇所に集約！ 
カウンターはお客様が利用しやすい仕様に一新します。 

4階商業店舗は中央エリアに再配置！ 
中央団体カウンター跡地には、外貨両替やビジネスセンター 
等のサービス施設を集約します。 
新しく24時間対応のコンビニエンスストアもできますので、 
4階でのお買い物がさらに便利になります。 
 

 ２．完成後のイメージ 

 4階国際線出発フロアをリノベーション！ 
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 ２．完成後のイメージ 

 4階案内・保険カウンターを一新！ 
 視認性と機能性を向上させて、お客様が安心して 
 ご利用いただけるようサポートしてまいります。 
 また、チェックインアイランドの表示も大型化し、 
 視認性の向上を図ります。 

4階保安検査場は、案内旅客サインを見直して 
分かりやすくし、光壁にして旅立ちの入口として 
すっきりときれいにします。 

 4階国際線出発フロアをリノベーション！ 
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4階エアサイドの南北フロアに免税エリアを新設し、 
大型の免税店舗を新設します。 
（※）パースは北店（南は対称） 

 ２．完成後のイメージ 

 4階に魅力ある大型の免税店舗を新設！ 
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KIXエアサイドアベニューは、ブティック免税店を新設する他、 
東南アジアを始めとしたインバウンド旅客にも対応した店舗等 
を展開してまいります。 
新しい店舗が増え、ますます便利で魅力的な空間に進化します。 
 

 ３階免税エリアにもブティック等の免税店舗を新設！ 

 ２．完成後のイメージ 



１０ 

KIXエアサイドアベニュー北側には、増床して
シャワー施設を併設したエアサイドラウンジを 
新設します。 
免税エリアで快適にお過ごしいただける施設が 
さらに充実してまいります。 

 ３階免税エリアに快適なエアサイドラウンジを新設！ 

 ２．完成後のイメージ 

差替予定 
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サービス店舗  

 3階KIXエアサイドアベニューの北側には、エアライドラウンジとシャワー施設を新設！ 
 4階サービス店舗は、中央団体カウンター位置に区画を新設！ 
 既存サービス店舗を再編・集約し、外貨両替やビジネスセンター等の各種サービスを提供してまいります。 

＜3階免税エリア＞ 
   ◇エアサイドラウンジ（シャワー施設併設）        1箇所 
＜ウイング＞ 
   ◇個室ラウンジ                   南・北各1箇所 

その他の施設  

   ◇ムスリム対応の祈祷室（3箇所）は、現在整備中。2013年度中に供用を開始！ 
   ◇Wifi設備も、現在整備中。2014年度初旬からは全館対応に！ 
   ◇A380対応の旅客搭乗橋は、現在調達中。2014年冬スケジュールから供用を開始！                       
   ◇案内旅客サイン、トイレ・ベビールームは、順次整備 
   ◇その他（4階案内・保険カウンター、団体旅客カウンター等）  

物販店舗  

 4階エアサイド南・北フロアを免税エリアに拡大して免税店舗を新設！ 
 3階KIXエアサイドアベニューにも、免税店舗等を5店舗新設します。 
 免税エリアの店舗面積は1.4倍になり、魅力的な空の旅となる商業エリアへと展開してまいります。 

＜４階、3階免税エリア＞ 
   ◇ブランドブティック等               4階：2店舗 、3階：5店舗 
   

＜４階・２階＞ 
   ◇コンビニエンスストア等              4階：2店舗 、2階：1店舗 

   「KIXｴｱｻｲﾄﾞｱﾍﾞﾆｭｰ」の店舗・施設 
（前）41店舗・施設 ⇒（後）45店舗・施設 
   ※今回新設：7店舗・2施設 

 ３．改修の概要 
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①南・北コンセッション      ⇒ 免税店を新設                           
②中央エリア 
    ａ．中央コンセッション    ⇒ 飲食、物販店舗を集約、再配置 
    ｂ．翼の広場         ⇒ 照明ボックス等を移設してイベントスペースを拡大 
    ｃ．中央団体カウンター  ⇒ サービス系店舗区画を新設 
③南・北団体カウンター      ⇒ 既存カウンターを一新（南・北：各25ブース）   
④案内・保険カウンター      ⇒ 既存カウンターを一新                                    
⑤南・北保安検査場前       ⇒ 入口ゲートの改修                  
⑥自動販売機等の設置物      ⇒ 集約・コーナー化、待合椅子の更新、電源設備の配備 
⑦照明増強            ⇒ キャニオン側の照明を追加 
⑧トイレ             ⇒ 設備、内装を一新、ベビールームを新設                     

・・・商業系

・・・機能系

物販・飲食

サービス

保安検査場

トイレ

 ３．改修の概要 

4階国際線出発フロア 
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⑨エアサイド・アベニュー（南） 
 ａ．航空会社ラウンジ跡・トイレ       ⇒ 既存トイレ撤去の上、物販区画を新設 
                       旧航空会社ラウンジ跡にトイレ・ベビールームを新設 
 ｂ．直営総合免税店             ⇒ 全面改修 
            
⑩エアサイド・アベニュー（中央） 
 ｃ．両替所（南）跡             ⇒ 免税店を新設 
   ｄ．休憩スペース              ⇒ 免税店を新設 
 ｅ．リフレッシュキャビン・物販店      ⇒ 一区画化して、免税店を新設 
 
⑪エアサイド・アベニュー（北） 
 ｆ．直営総合免税店           ⇒ 全面改修 
 ｇ．通路                ⇒ 増床し、ラウンジ区画を新設 
 ｈ．通路                  ⇒ 増床し、シャワー施設を新設 

・・・商業系

・・・機能系

物販・飲食

サービス

ラウンジ

トイレ

・・・新設床

 ３．改修の概要 

3階免税エリア 
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 ４．スケジュール 

※ここに紹介した事業の内容の詳細は、随時、リリースしてまいります。 
 なお、計画内容は、今後、変更する場合もありますのでご了承下さい。 

 ◇工期：2014年3月中旬（着工）～2015年3月末（予定） 

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

中央サービス・店舗区画
団体旅客カウンター

南・北店舗区画
（免税エリアに変更）

保安検査場
案内・保険カウンター

自販機等集約
照明増強等の機能系

店舗区画

4階南・北免税エリア
下階の店舗区画

2階 店舗区画

全館
案内旅客サイン

トイレ等

2015年度

4階

3階
（免税エリア）

2013年度 2014年度

4階南・北店舗区画

着工まで

2014年8月末まで

2015年3月末まで

2014年7月末まで

順次

供用開始

供用開始

順次

供用開始

供用開始

供用開始

2015年3月末まで

（案内旅客サインは4階・3階免税エリア、トイレは8箇所、ベビールームは4箇所）

順次

供用開始
2015年3月末まで

2015年3月末まで 供用開始


