
ANA ARRIVAL DUTY FREE SHOP NORTH 酒・たばこ、 お菓子　〔国際線にて到着されたお客様のみ利用可〕

ANA ARRIVAL DUTY FREE SHOP SOUTH 酒・たばこ、 お菓子　〔国際線にて到着されたお客様のみ利用可〕

Anyfone JAPAN 携帯電話、Wi-Fiレンタル

JALエービーシー 宅配サービス・手荷物一時預かり

LIMON Welcome Desk ツアー販売

関西エアポートバゲージサービス 宅配サービス・手荷物一時預かり

スターバックスコーヒー１Ｆサウスゲート店 コーヒーストア

ソフトバンクカウンター1F南店 携帯電話、Wi-Fiレンタル

ドトールコーヒーショップ カフェ

５５１蓬莱 中華レストラン・テイクアウト

ANA FESTA　中央物販店 お土産

KABプラザ 食品・雑貨

KIX-ITMカードカウンター カードカウンター

KIXエアポートラウンジ ラウンジ

MOSDO! ハンバーガー＆ドーナツ

TSUTAYA 本・文具・雑貨

World Wine Bar by Pieroth ダイニングバー＆ワインショップ

アプローズ　ゲートショップ 軽食

アプローズ２階店 食品・雑貨

関空ペットホテル・プロムナード ペットホテル

喫茶・軽食 Goryo カフェ・軽食

コクミン関空ゲート内店 ドラッグストア＆コンビニエンス

ざ・U-don 和食

サブウェイ ファストフード

すき家 牛丼・カレー・こだわり丼・定食

杉養蜂園 Sugi Bee Garden 蜂蜜

すし処 ほんまもん 寿司

スターバックスコーヒー 国内ゲートエリア店 コーヒーストア

スターバックスコーヒー２Ｆ コーヒーストア

たこ昌 たこ焼き

鶏三和 和食　親子丼　鶏惣菜

にぎりの徳兵衛 寿司

花ごよみ 日本食レストラン　麺類　天ぷら　どんぶり

ポケモンストア ２階店 ポケモングッズ

ぼてぢゅう屋台 焼そば・モダン焼

まいどおおきに関空食堂 和食

３COINS OOOPS! 生活雑貨

BEAMS Planets ファッション、 宝飾・時計、 トラベル、 お土産、 その他

Beau Atout アクセサリー雑貨　バッグ

DRASTIC THE BAGGAGE バッグ　トラベル

earth music&ecology airport store レディースファッション

IZONE NEW YORK サングラス専門ブランド

LAOX 家電

MUJI to GO 無印良品 化粧品、 ファッション、 トラベル、 お菓子

PLAZA 雑貨

Redhorse トラベルアイテム

Region Style トラベル、 お土産、 お菓子、 その他

TRAVEL SHOP MILESTO / IDEA SEVENTH SENSE トラベルアイテム/雑貨

アプローズ３階店 食品・雑貨

鎌倉パスタ パスタ、イタリアン

釜戸ごはん さち福や 和食

がんこ寿司 寿司・和食

紀州グルメ　御三家 お土産

キャラクターショップMM キャラクター専門店

京都・たち吉 食器・工芸品・和小物

京都クラフトマート 民芸品

空港専門大店 グルメギフト お土産

コクミンドラッグ ドラッグストア

ココカラファイン 薬、トラベル雑貨

コスメティック コクミン 化粧品専門店

小林パール 真珠加工直売店

ザ・ダイソー 100円ショップ

サツマヤ奥谷 お土産・和雑貨

サンマルクカフェ カフェ・喫茶

実演手打ちうどん 杵屋 和食

ジュエリーカメオカ 宝飾・時計

信州そば処 そじ坊 和食

どうとんぼり神座 和食・麺類・ラーメン

とんかつKYK とんかつ

博品館TOY PARK 玩具

福寿園 日本茶

紅虎餃子房 中華

ポケモンストア3階店 ポケモングッズ

ぼてぢゅう 和食

マルゲリータキッチン 洋食

ユニクロ ファッション

リラクゼーション フォレスト リラクゼーション

リラクゼーションスペース Raffine(ラフィネ) リラクゼーション
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1F　国際線到着フロア

2F　国内線出発・到着フロア

3F　レストラン・ショップフロア



AAS HOBBY SHOP ホビー専門店

AAS免税店 免税店(化粧品、 酒・たばこ、 お土産、 お菓子等）

ANA  DUTY FREE SHOP LONGCHAMP・TUMI ファッション、 トラベル

ANA DUTY FREE SHOP 免税店( 酒・たばこお菓子等）

ANA FESTA　アナシー店 お土産

Chloe ブランドブティック

CLÉ DE PEAU BEAUTÉ 化粧品

Duty Free Shop A.S.D 化粧品、 酒・たばこ、 お土産、 お菓子

Duty Free Shop Les Cosme 化粧品

È PRONTO カフェ・軽食

ESPRESSO & BAKERY カフェ・軽食 

HOUR PASSION 時計、ジュエリー

IQOS SHOP 免税店（加熱式煙草IQOS専門店）

J's Agri Market 日本産農産物の販売店舗

KIEFEL カフェ・軽食

KIX DUTY FREE北ウイング店 総合免税店(酒・煙草・化粧品・香水・雑貨等）　※インターネットでの決済は対象外

KIX DUTY FREE本館北店 総合免税店(酒・煙草・化粧品・香水・雑貨等）　※インターネットでの決済は対象外

KIX DUTY FREE本館南店 総合免税店(酒・煙草・化粧品・香水・雑貨等）　※インターネットでの決済は対象外

KIX DUTY FREE南ウイング先端店 総合免税店(酒・煙草・化粧品・香水・雑貨等）　※インターネットでの決済は対象外

KIX DUTY FREE南ウイング中間店 総合免税店(酒・煙草・化粧品・香水・雑貨等）　※インターネットでの決済は対象外

LOTTE DUTY FREE by KRS 化粧品、 ファッション、 宝飾・時計、 酒・たばこ、 お菓子

PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE / BAO BAO ISSEY MIYAKE ファッション

PRONTO エアサイド店 洋食、 ファストフード、 カフェ・軽食、 バー・居酒屋

SOUTH WING A.S.D. TOBACCO SHOP たばこ

エルメスブティック サウス ファッション、 宝飾・時計

エルメスブティック ノース 化粧品、 ファッション、 宝飾・時計 

エルメネジルド ゼニア 洋品雑貨

がんこ寿司国際ゲート店 寿司・和食

ココカラファイン（和内) ドラッグストア

スカイスポット北ウィング店 食品・雑貨

スカイスポット南ウィング店 食品・雑貨

スターバックスコーヒー エアサイド店 コーヒーストア

ダンヒルブティック 洋品雑貨

辻利兵衛本店関西空港BULESKY店 抹茶カフェ

デューティーフリーショップ ブランドゥブラン 免税店（化粧品、 お土産）

和-NAGOMI- 食品・雑貨・本・薬

バーバリーブティック ファッション＆アクセサリー

雅-MIYABI- 食品・雑貨

結び屋　火の音水の音 和食　おにぎり　寿司　うどん

モンブランブティック 洋品雑貨

ユニクロ関西空港出国エリア店 ファッション

萬-YOROZU- 食品・雑貨

JALエービーシー 宅配サービス・手荷物一時預かり

KDDIカウンター 携帯電話レンタル

YOUR WRAP 手荷物ラッピング

一村一品マーケット 開発途上国の雑貨、民芸品

英國屋アゼリア店 喫茶

関西エアポートバゲージサービス 宅配サービス・手荷物一時預かり

スターバックスコーヒー４Ｆノースゲート店 コーヒーストア

ANA ARRIVAL DUTY FREE SHOP T2 酒・たばこ、 お菓子　〔国際線にて到着されたお客様のみ利用可〕

CAFÉ & BAR PRONTO カフェ＆バー

Daily SKY 弁当、飲料、お菓子、お土産、地域物産

Fuchsia by peach 国際ゲート店 化粧品、 酒・たばこ、 トラベル、 お土産、 お菓子 

Fuchsia by peach 国内ゲート店 お土産

KIX DUTY FREE WATCHES 免税店（時計専門店）　※インターネットでの決済は対象外

KIX DUTY FREE 第2ターミナルビル店 総合免税店(酒・煙草・化粧品・香水・雑貨等）　※インターネットでの決済は対象外

KIX-ITMカードカウンター カードカウンター

nana's green tea 和カフェ

SORATERIA 和食・洋食・中華

アプローズ第2ターミナル 国際ゲート店 お土産、 お菓子

アプローズ第2ターミナルビル国内ゲート店 書籍、 お土産、 お菓子、 その他 

アプローズ第2ターミナルロビー店 書籍、 トラベル、 お土産、 おもちゃ、 お菓子、 その他 

アプローズ第2ターミナルロビー店ココカラファイン ドラッグストア

大阪ゴチ食堂 和食・洋食・中華 
観光情報プラザ 関空まち処 観光情報

銀座ライオン DEPARTURE 洋食 
ココカラファイン関空第2ターミナル出国店 ドラッグストア

のレン 和雑貨
保税手荷物一時預り 税関手続きを済ませていない手荷物の保管

DUE TORRI by J.Yamashita イタリアン

IL BAR カフェ＆バー

REFRESH SQUARE リラクゼーション

アプローズ　エアロプラザ店 食品・雑貨

おらが蕎麦 和食

京名物のれん会 関西国際空港店 お土産、 菓子、その他

手作り居酒屋 かっぽうぎ 和食

バーガーキング ファストフード

ファーストキャビン 宿泊

和風レストラン　杏 和食

Sky Shop Town オリジナル雑貨・玩具・航空雑貨・お土産

スカイビュー 空港見学バスツアー

スカイビューカフェ カフェ・軽食

レジェンドオブコンコルド 和食、洋食、カフェ
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エアロプラザ

展望ホール

国際線ゲートエリア

4F　国際線出発フロア



タリーズコーヒー カフェ 

ペッパーミル 日仏伊ビストロ

ボーネルンド 玩具・親子のあそび場

よしもとエンタメショップ バラエティ雑貨

ａｔ café カフェ、軽食

ａｔ shop お土産、 コンビニ 

たこ家道頓堀くくる たこ焼き・明石焼きなどのたこ料理専門店

551蓬莱 飲茶（テイクアウトのみ）

Queensway Light/HAIRS N.J 1963 リラクゼーション/理容

SORAMISE デザイン雑貨・お土産雑貨

海キッチンKINOSAKI 海鮮料理、クラフトビール 

ウルフギャングパック ピッツァ 洋食（ピッツァ）

大阪エアポートワイナリー ワイン醸造所、トラットリア(南イタリア料理) 

大阪空港ホテル ホテル　※インターネットでの決済は対象外

大阪黒門市場 まぐろのエン時 マグロ丼

がんこ お食事(すし、和食）・飲み処 

関西旅日記 おみやげ（洋菓子・和菓子・弁当/惣菜）

キットカットショコラトリー お菓子

黒船 和洋菓子

コクミンドラッグ ドラッグストア

さち福やCAFÉ 和食 

サックスバー バッグ、財布、スーツケース

スワロフスキー アクセサリー（ジュエリー・オブジェ）

清十郎 お好み焼

ディーン＆デルーカ カフェ カフェ・物販

名代とんかつ かつくら京都 三条 とんかつ　季節料理　和食

ニックストック ファストフード、 カフェ・軽食

ノースショア カフェアンドダイニング カフェ・軽食

バル・カフェMassa ファストフード、 カフェ・軽食、 バー・居酒屋

ポケモンストア キャラクターショップ

ポンポン×クリスピー スイーツ・お土産

マルシヨウ レディス・メンズファッション＆服飾雑貨

丸福珈琲店 カフェ・レストラン

美々卯 日本料理・そば・うどん

ル･パン神戸北野 カフェ（パン・スイーツ）

スカイストアーズ 土産・雑誌・売店

ANA FESTA 物販店 

空港専門大店 南 関西お土産物・お酒
空港専門大店 北 関西お土産物・お酒 

ブルースカイ お土産

ANA FESTA おみやげ・軽食

MARINEAIR BOOKS 書籍

MARINEAIR MART I 神戸・兵庫・関西みやげ

MARINEAIR MART II 神戸・兵庫・関西みやげ

明石浦正鮨 和食

上島珈琲店 カフェ

牛すじ 壱成 和食

黒レンガ倉庫CAFÉ カフェ

神戸洋食キッチン 総合レストラン

神戸六甲牧場 洋菓子

コンディトライ神戸 洋菓子

ジャスミン リラクゼーション

たこぼん 和食

たもん庵 セルフうどん

神戸空港

大阪国際空港（伊丹空港）北ターミナル

大阪国際空港（伊丹空港）南ターミナル

大阪国際空港（伊丹空港）中央ブロック

大阪国際空港（伊丹空港）搭乗待合エリア
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