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大阪国際空港に外貨両替所、Wi-Fiルーターレンタル店舗がオープン！ 
～旅の準備が大阪国際空港で可能に～ 

 

大阪国際空港としては初となる外貨両替専門店「トラベレックス大阪空港店」と、Wi-Fiルーターレンタル、

SIMカードの販売を取り扱う「グローバルWiFi®大阪空港店」の 2店舗が、7月 25日（土）にオープンします。 

訪日旅行客を中心に急増するお客様、および大阪国際空港を経由した海外渡航のお客様の、大阪国際

空港から始まる旅の準備をサポートします！ 

 

 

  【２店舗共通】 

○オープン日  2015年 7月 25日（土）  

○場   所   中央ブロック 2階  

○営業時間   7:00～20:00 （年中無休） 

 

  【トラベレックス大阪空港店】 

○取扱業務   外貨両替（33通貨）、海外専用プリペイドカード販売、COMICA*販売 

          *日本国内、および日本⇔海外通話が可能なプリペイドカード 

 

  【グローバル WiFi®大阪空港店】 

○取扱業務   Wi-Fiルーターレンタルサービス（海外向け、日本国内向け）、SIMカード販売 
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大阪国際空港（伊丹空港）としては初となる 

「外貨両替専門店 トラベレックス大阪空港店」が、 

平成 27年 7月 25日（土）に開業します！ 
 
 

 

世界の外貨両替事業のリーディングカンパニーであるトラベレックス（本拠地 英国ロン

ドン）の日本現法 トラベレックスジャパン株式会社（本社：東京都港区赤坂、代表取締

役社長 ジョン・フランシス・レイメント）は、大阪国際空港内としては初の外貨両替専

門店となる「トラベレックス大阪空港店」を大阪国際空港中央ターミナルビル 2階に平成

27年 7月 25日（土）に開設する運びとなりましたのでお知らせします。 

 

2020年に向け、日本全体の外国人旅行者数に対して約 33％(2013年実績)を占める関西へ

の訪問率を 40％まで伸ばし、800万人の旅行者数を目標と掲げ環境整備が進む関西エリア1

での 14店舗目の開業となります。大阪国際空港を経由し関西国際空港をご利用になるお

客様や、大阪国際空港経由で成田・羽田空港をご利用のお客様を含む国内外の幅広い顧客

層に向けた外貨両替専門店ならではの質の高いサービスを提供して参ります。 
 

「トラベレックス大阪空港店」は、大阪国際空港内の唯一の外貨両替専門店として、1) 

スピーディーなサービス、2)営業時間は午前 7:00から午後 8:00まで（年中無休）、3)豊

富な 33通貨の取扱い、4) オンラインで外貨注文を行い、店舗で受取り可能、5) 外貨両

替金額に応じて指定航空会社のマイレージがたまる2、6)外貨購入時に JCBカードを決済手

段として利用可能3など 弊社ならではのノウハウを活用した利便性の高い付加価値サービ

スを用意して対応して参ります。 

 

訪日外国人旅行者のご利用が近年増加している大阪国際空港において、世界で大きな支持

を得ている「トラベレックス」ブランドを展開することで、国内外問わず、多くのお客様

に末永く愛される店舗を目指してまいります。 
 

本リリースに関する問い合わせ先 

トラベレックスジャパン株式会社 

報道担当 桃井（広報・マーケティング）: marketing@travelex.co.jp 

TEL: 03-3568-1039 

一般の方からのお問い合わせ先 

カスタマーサービスセンター: customerservice@travelex.co.jp 

TEL: 03-3568-1061 

トラベレックスジャパン: http://www.travelex.co.jp 

トラベレックスグローバル: http://www.travelex.com/GlobalWebsiteSelection/ 

                                                             
1
 出典：関経連 関西広域観光戦略 

2 諸条件がございます。詳しくは、日本航空・全日本空輸のウェブサイトをご覧ください。 
3 限度額など利用条件があります。詳しくは店舗窓口でおたずねください。 
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添付資料 

 

1.トラベレックス大阪空港店の所在地 

2.トラベレックス大阪空港店の概要 

3.トラベレックスジャパン株式会社について 

 

 

 

1.トラベレックス大阪空港店の所在地 

 

 
 

2.トラベレックス大阪空港店の概要 

 
所在地：〒560-0036大阪府豊中市蛍池西町 3-555 大阪国際空港中央ターミナルビル 2階 

 

電話番号：06-4865-3620 

 

営業時間：7:00-20:00 (年中無休) 

 

サービス内容：外貨両替、海外専用プリペイドカード「マルチカレンシーキャッシュパス

ポート」の販売、COMICA(Communication Card)*販売 

*日本国内での通話、日本から海外へ、海外から日本への通話が可能なプリペイドカード 

 

取扱通貨：33通貨 

 

窓口：2つ 

 

開業日： 2015年 7月 25日（土） 
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3.トラベレックスジャパン株式会社について 

 

トラベレックスグループは、創設者である現会長のロイド･ドーフマンによって1976年

12月ロンドンの両替店からスタートしました。現在では世界の国際空港・主要都市に

1,500店舗以上の外貨両替直営店、1,250台以上のATMを運営しています。加えて、銀行、

旅行会社、スーパーマーケット等のパートナーと外貨両替に関する提携を行っており、

そのネットワークは、現在100カ国20,000カ所以上に拡大しています。 日本国内にお

いては、70店舗(2015年7月17日現在)の外貨両替専門店を運営しており、外貨両替サー

ビスにおいては豊富な33通貨を取り扱っています。窓口での面倒な申込書類の記入が

一定額まで不要なので、簡単にお取引いただけます。トラベレックスの店舗は、主要

空港内や駅のすぐ近くなどアクセスの便利な場所にあり、ほとんどの店舗は土日祝日

やアフター5も営業しております。お客様のご都合に合わせてご利用いただけます。店

舗へご来店いただけないお客様にはオンライン（www.travelex.co.jp）での外貨の購

入もご用意しています。またトラベレックスでは、通貨販売の決済にクレジットカー

ドも利用できます (ご利用いただけるブランドが限定されます。) 。トラベレックス

の一部店舗では国際送金サービスをお取扱しています。また、外貨買取優遇レートサ

ービスのご提供、外貨両替額に応じて指定航空会社のマイレージがたまるなど外貨両

替のスペシャリストならではの様々なサービスを提供しています。外貨両替店舗の運

営のほか、両替事業によって得られた外貨を各種企業に供給する外貨卸事業も展開し

ています。 
 



 

 ◆本リリースに関するお問合せ◆ 

○プレスお問合せ： 株式会社ビジョン 社長室広報担当：五味、佐藤 

e-mail: pr@vision-net.co.jp  TEL: 03-5325-0200 FAX: 03-5325-0203 

○法人利用・アライアンスパートナーに関するお問合せ： TEL ：03-5291-6320  担当：四条、井上 

 

2015年 7月 23日 

報道関係各位 

株式会社ビジョン 

 

海外用 Wi-Fiルーターレンタルサービス「グローバル WiFi®」大阪国際空港（伊丹空港）にカウンター出店 

～受取・返却・当日申込、訪日外国客向け国内用 Wi-Fi「NINJA WiFi」の申込も可能～ 

 

 

低価格で高品質な海外向け Wi-Fi ルーターのレンタルサービス「グローバル WiFi®」（ http://townwifi.com/ ）を提供する株式

会社ビジョン(本社：東京都新宿区 代表取締役：佐野健一 以下ビジョン)は、大阪国際空港（伊丹空港）に自社カウンターをオー

プンいたします。 

オープン日は 2015年 7月 25日（土）となります。 

これにより「グローバルWiFi®」の予約受け渡し、返却が行えるカウンターがある国内空港は、10箇所目となります。 

 

伊丹空港は通常国内線のみ就航する空港ですが、関空、成田、羽田、福岡といった国際空港へ移動後に国際線に乗り換え海

外へ渡航する方がいらっしゃいます。 

ビジョンは、従前よりお客様の利便性向上の為に主要国際空港へのカウンター設置を進めてきましたが、伊丹空港についても

多くのお客様からご要望の声をおききしており、お応えすべく今回の出店となりました。 

 

また、カウンターでは、海外から日本へいらっしゃる訪日外国客の方に向けて提供している国内向け Wi-Fi ルーターレンタルサ

ービス「NINJA WiFi」（ http://ninjawifi.com/ ）についても同様のサービスを提供します。 

多くの訪日客が不満に思っている快適なモバイルインターネット手段の確保につき、Wi-Fiルーターのレンタルサービスによりに

お応えして参ります。 

 

ビジョンは、全ての海外渡航者の利便性向上を図るため、空港を中心としたカウンター設置を更に推進すると共に、引き続きサ

ービス品質、ネットワーク品質の向上、接続可能エリアの拡大に尽力し、世界中で快適なモバイルインターネット接続環境を提供

して参ります。 

 

 

■「グローバルWiFi®」大阪空港店 

・オープン日： 7月 25日（土） （7:00AM） 

・住所：     大阪府豊中市螢池西町３丁目５５５ 中央ターミナル２階 

・営業時間：  7:00～20:00（年中無休）  

・対応業務：   

 海外向け Wi-Fiルーターレンタルサービス「グローバルWiFi®」 受渡・返却・当日申込 

 日本国内向け Wi-Fiルーターレンタルサービス「NINJA WiFi」  受渡・返却・当日申込 

 日本国内用 SIMの販売 

・外国語（英語）対応可能 

 

 

■「グローバル WiFi®」サービス概要 

 ・サービス内容：   モバイル Wi-Fiルーターレンタルサービス（海外用・日本用） 

・料金：  一日あたり 300円から 

・サービス提供エリア： 世界 200以上の国と地域〔*1〕 



 

 ◆本リリースに関するお問合せ◆ 

○プレスお問合せ： 株式会社ビジョン 社長室広報担当：五味、佐藤 

e-mail: pr@vision-net.co.jp  TEL: 03-5325-0200 FAX: 03-5325-0203 

○法人利用・アライアンスパートナーに関するお問合せ： TEL ：03-5291-6320  担当：四条、井上 

・申込方法：  Webサイト... http://townwifi.com/ 

    フリーダイヤル... 0120-510-670 

    成田空港カウンター〔*2〕、羽田空港カウンター、中部国際空港カウンター、 

関西国際空港カウンター、大阪国際空港（伊丹空港）カウンター、福岡空港カウンター、 

那覇空港カウンター〔*2〕 

・機器受取／返却方法：  空港カウンター、宅配、現地での事業所と宅配が可能。〔*1〕〔*3〕 

（国内空港）         成田空港、羽田空港、関西国際空港、大阪国際空港（伊丹空港）、 

 中部国際空港、福岡空港、新千歳空港、新潟空港、小松空港、那覇空港 

（港）        博多港 

（国外渡航先）    韓国・ソウル、韓国・釜山、ハワイ・ホノルル、台湾・台北 

・提供事業者：  株式会社ビジョン 

■「グローバル WiFi®」サービス特長 

・ 業界最多〔*4〕のエリアで高品質・高速インターネット環境を提供 

 サービス提供エリアは、3Gと 4G（LTEおよび WiMAX）で提供する 200以上の国と地域。〔*1〕 

・ 最新高速通信規格 4G-LTEは、40の国と地域でご提供〔*1〕〔*3〕 

＜南北アメリカ＞ アメリカ、アラスカ、カナダ、グアム、ハワイ、プエルトリコ、メキシコ 

＜オセアニア＞  オーストラリア 

＜アジア＞    韓国、シンガポール、台湾、日本、フィリピン、香港、マレーシア、インドネシア・ジャカルタ、 

タイ、モルディブ 

 ＜ヨーロッパ＞  アイルランド、イギリス、イタリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、 

スペイン、チェコ、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、バチカン、フランス、ポルトガル、 

ルーマニア、クロアチア、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、ポーランド、 

ルクセンブルグ 

・定額制の安心料金 

 携帯電話会社が提供する『海外パケット通信料定額サービス』（一日最大 2,980円）対比で最大 89％も割安。〔*1〕 

・カスタマーサポート充実 

 24時間 365日対応のカスタマーサポート、世界 37箇所〔*1〕の世界サポート拠点。 

・ 特定渡航先〔*3〕でも受取と返却が可能 

 ホテル等への宅配、あるいは空港で受取・返却が可能な地域をご用意。急なモバイル利用ニーズにも対応します。 

■「グローバル WiFi®」サービスの背景  

ビジネスの海外展開が加速している中、日本人の海外渡航者は年間 1,690万人となっています。 

またスマートフォンやタブレット端末の普及により、多くの方が普段日本国内で利用している通信端末を海外でも利

用する機会が増えています。それにもかかわらず、海外でのモバイルインターネット利用環境については、依然とし

て通信料の高さや通信品質への不安・不満のお声が聞かれます。 

また、日本における無料 Wi-Fiスポットは限定された場所にしかなく、訪問される海外の方にとって、 

モバイルインターネットの利便に多くの不満があるのが現状です。 

これらの声にお応えするのが「グローバル WiFi®」です。  

〔*1〕2015 年 7月 23日現在。 

〔*2〕「 J WiFi & Mobile 」のご契約となります。 

〔*3〕今後更に拡張予定。  

〔*4〕2015 年 7月 23日現在。ビジョン調べ。  

 



 

 ◆本リリースに関するお問合せ◆ 

○プレスお問合せ： 株式会社ビジョン 社長室広報担当：五味、佐藤 

e-mail: pr@vision-net.co.jp  TEL: 03-5325-0200 FAX: 03-5325-0203 

○法人利用・アライアンスパートナーに関するお問合せ： TEL ：03-5291-6320  担当：四条、井上 

■ 株式会社ビジョン 会社概要  

・商号： 株式会社ビジョン  

・代表者： 代表取締役 佐野 健一（さの けんいち）  

・本社所在地： 東京都新宿区西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー5階  

・設立年月日： 平成 13年 12月 （創業平成 7年 6月 1日）  

・資本金： 30,000万円  

・Webサイト： http://www.vision-net.co.jp 

・主な事業の内容：  

「グローバル WiFi®」 海外 WiFiルーターレンタルサービス事業 

MVNO（仮想移動体通信事業者）事業 

固定通信事業 

移動体通信機器事業 

ブロードバンド事業 

オフィスオートメーション機器販売事業 

インターネット関連事業 

広告代理店業 

・ビジョングループのサービスブランド： 

グローバル WiFi  （商標登録第 5492987号）  

ビジョンモバイル （商標登録第 5483212号） 

e-ca （商標登録第 5483214号） 

電話加入権ドットコム （商標登録第 5172041号） 

ビジフォンドットコム （商標登録第 5291034号） 

法人携帯ドットコム （商標登録第 5203437号）  

モバサポ （商標登録第 5482234号） 

ホワイトワープ （商標登録第 5446191号） 

SEO対策ドットコム （商標登録第 5337411号） 

コピー機ドットコム、 

WiFiレンタルドットコム 

WIFI-HIRE.COM 

ヒカリ電話ドットコム 

ビジネスフレッツドットコム 

おとくライン.JP 

MORPH 

NINJA WiFi 


