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TEL

kix-gbc@kansai-airports.co.jp

※詳しくはWebサイトをご覧ください。

E-mail

［受付時間］ 平日 9:30～12:00、13:00～17:00

［KIX-ITM Global Business Club Webサイト］

お問い合わせ先

KIX-ITM Global Business Club
コールセンター

空港がご提供する

法人会員制
プレミアムサービス

関西国際空港の国際線ご利用の会員企業の皆様は、
保安検査場（セキュリティチェック）のファストレーン
をアプリ画面の通行許可証のご提示でご利用いた
だけます。
一般レーンの混雑時も、列に並ぶこと無くスムーズ
にご出発いただけます。

※1ご入会プランによって回数制限がございます。

ファストレーンご利用で
スピーディなご出発※1

アプリをダウンロード後、
初回登録を。

ご出発からご帰国まで、
ワンランクアップの海外出張を
ご提供する法人会員制サービス

関西国際空港の保安検査場（セキュリティチェック）の
ファストレーンや各種ご優待特典がご利用いただける、

法人会員制プレミアムサービス
「KIX-ITM Global Business Club」へのご入会は

Webにて承っております。

アプリを起動すると初回ログイン
画面が表示されます。会員企業の
管理者様へメールでお送りした、
会員IDおよび初回ログインパス
ワードを入力ください。
その後、初回ログインパスワード
変更の手続きをお願いいたします。

１．入会お手続き
Webより必要事項をご入力ください。

※入会には審査がございます。

関西国際空港や大阪国際空港内などにある飲食店・
物販店、各種サービス施設、100以上の提携店にて、
割引等のご優待特典がございます。

■ 空港内提携店 ショッピング・レストラン 割引
■ 指定免税店 5％割引
■ ホテル日航関西国際空港 宿泊料 割引

関西国際空港・大阪国際空港内など
会員証画面提示で

ご利用いただけるお得なサービス

アプリでより便利に快適に

２．年会費お振込み
KIX-ITM Global Business Club コールセンターより

請求書を発行いたしますので、
指定の口座にお振込みください。

３．IDの発行・サービス開始
会員企業の管理者様へ

メールにて会員IDをお知らせいたします。
お振込金額確認後、各月1日からサービスを

ご利用いただけます。

4．アプリダウンロード

KIX-ITM Global Business Club
ご入会のご案内

長距離便をご利用の会員企業の皆様は、アプリ画面
の利用許可証のご提示で「KIXエアサイドラウンジ」
「KIXノースラウンジ」を無料でご利用いただけます。

ラウンジの無料利用※2

長距離便（直行便のみ）
アメリカ（本土）、カナダ、ヨーロッパ、ロシア（モスクワ）、中東地域、
オーストラリア、ニュージーランド、ニューカレドニア

※2ご入会プランによって利用回数制限がございます。席数に限り
があるためご利用いただけない場合がございます。満席の場合は
ご利用をお待ちいただくかご遠慮いただく場合がございます。

管理者様：

利用者様：

各利用者様へ会員IDの
発行をお願いします。
管理者様から会員IDの
発行を受け、アプリへの
ご登録をお願いします。

https://www.kansai-airport.or.jp/kix-gbc/register/

iPhoneの方は
コチラ

Androidの方は
コチラ

※ご登録は入金確認後となります。 ※入会には事前審査がございます。
※入会後は1年ごとの自動更新となります。
　（更新審査を実施させていただく場合もございます。）
※プランにより、「ファストレーン」および、「KIXエアサイドラウンジ」
　「KIXノースラウンジ」をご利用いただける回数が異なります。

年会費 10万円＋税Standard コース

年会費 5万円＋税Light コース
ファストレーン 120回 ラウンジ 50回

（Lightコースは、社員50名以下の企業に限ります。）

ファストレーン 240回 ラウンジ 100回

ご入会プラン・年会費
企業様の事業形態や社員数、

海外出張の頻度に合わせてお選びいただける、
3つのプランをご用意。

年会費 年会費 20万円＋税

600回 200回

Special コース

ファストレーン ラウンジ

※スタッフにご提示ください。

Fast Lane
通 行 許 可 証 利用許 可 証

KIXノースラウンジ
KIXエアサイドラウンジ

Special コースのみ、
ラウンジ利用1回　 ファストレーン利用6回に
交換できます。



Fast Lane
〈ファストレーン〉

ご利用

会員企業の皆様なら、
ご搭乗のシートクラスにかかわらずご優待！

混雑時でも、 Speedy！ にご出発！！ 

提携航空会社「優先チェックイン」サービス※

関西国際空港 第1ターミナルビル4F
国際線 保安検査場
（セキュリティチェック）

会員様にご利用いただける特別な
入口をご用意しております。一般レーンの
混雑時も、スムーズにご出発いただけます。
●第2ターミナルビルおよび出入国審査場、
　税関検査場は対象外となります。

アプリ画面を
見せるだけ

提携航空会社

「優先搭乗」ご案内※

●「KIX-ITM Global Business Club」のアプリにご登録の方が対象となります。 ●ご利用の際はお一人様ずつ画面（通行許可証）をご提示ください。ご提示いただけない
場合はご利用いただけません。 ●関西国際空港以外ではご利用いただけません。 
※「優先チェックイン」・「優先搭乗」サービスのご案内は、提携航空会社と関西エアポート（株）との提携規定により提供されます。サービスの内容や期間等は予告なしに
変更となる場合がございます。最新の情報はアプリ内またはWebサイト内「提携航空会社サービス」をご覧ください。

スマートフォンをお持ちでない方はKIX-ITM Global Business Club（https://www.kansai-airport.or.jp/kix-gbc/）のWebページから会員
サイトにログインのうえ、「通行許可証」をプリントアウトしてご提出ください。

お客様のご期待に添う、特典や期間限定サービス、続々と拡充中！

海外へのご出 張にご活用いただける
豊富な特典を ご用意しております

アプリを
提示する
だけで、

アプリの登録や
使い方の詳細は

コチラ

アプリ画面の提示で Fast Lane・ラウンジ をご利用いただけます。

ホーム Fast Lane ラウンジ
マイページ
会員証

アンケート

※スタッフにご提示ください。

Fast Lane
通 行 許 可 証

ホーム Fast Lane ラウンジ マイページ

Fast Laneを利用する

※会員様のみご利用いただけます。

※関西国際空港以外ではご利用いただけません。

※この通行許可証は「ラウンジ」で利用できません。

※有効期限は登録日から3日間になります。

※ログアウトするとご使用できなくなります。ログイン 

は保持したままにしてください。

詳しくは「Global Business Clubサイト」へ ＞

有効期限

企業コード

企業名

企業ID

残り利用回数

20XX.00.00-20XX.00.00

00000000

株式会社○○○○

00000000

000回／年

利用許可証
KIXノースラウンジ
KIXエアサイドラウンジ

ホーム Fast Lane ラウンジ マイページ

ラウンジを利用する
長距離便ご利用者様限定

MAPで場所を確認する

有効期限

企業コード

企業名

企業ID

残り利用回数

20XX.00.00-20XX.00.00

00000000

株式会社○○○○

00000000

000回／年

※ラウンジのカウンターで、利用許可証と搭乗券また

はeチケットをご提示ください。

※会員様のご利用席に限りがあり、ご利用をご遠慮

いただく場合がございます。また、満席の場合はご

利用をお待ちいただくか、ご利用いただけない場合

がございます。

※営業時間は22：00までとなりますのでご了承くださ

い。

※会員様のみご利用いただけます。

※関西国際空港以外ではご利用いただけません。

※このQRコードは「Fast Lane」で利用できません。

詳しくは「Global Business Clubサイト」へ ＞

都市名を入力（例）ニューヨーク,北京 等

行先方面

ご搭乗日を入力（例）20180131 

ご搭乗日

便名を入力（例）AA1234

便名
（半角大文字英数字2桁＋半角数字1-4桁でご入力ください）

登 録

クラスを選択

クラス

※Fast Lane許可証の有効期間は搭乗日から起算して3日間です。

ホーム画面から
「Fast Laneを利用する」

「ラウンジを利用する」をクリック

Step1 Step2 Step3

アンケートに
回答して

「登録」をクリック

アプリ内の許可証を提示する
だけでご利用いただけます

■ ラウンジの無料利用
長距離便をご利用の会員企業の皆様は、アプリ画面のご提示
で「KIXエアサイドラウンジ」「KIXノースラウンジ」を無料で
ご利用いただけます。

クーポンでお得に空の旅を楽しむ
会員企業の皆様限定で様々な施設が割引になるクーポンを配信して
おります。最新の情報はアプリ内またはWebサイト内「クーポン特典」を
ご覧ください。●席数に限りがあるためご利用を

お待ちいただくか、ご遠慮いただく
場合がございます。
※長距離便とは、アメリカ（本
土）、カナダ、ヨーロッパ、ロシア
（モスクワ）、中東地域、オースト
ラリア、ニュージーランド、ニュー
カレドニアへの直行便です。
（チャーター便は適用外です。）

Webマガジン（関西ビジネスEYE）
 で最新情報を発信
アプリ内では空港の最新情報や就航地情報、関西
のビジネス情報を紹介するWebマガジンもご覧
いただけます。

その他にも便利なサービスが充実!

※ Fast Laneとラウンジの許可証の有効期間は
　搭乗日から起算して３日間です。


