
関西国際空港
施設名 施設名 特典内容 リンク先

すし処　ほんまもん レストラン／和食、 バー・居酒屋、 フードコート 特上にぎり 1.852円を200円引きにてご提供  レジ（注文時） https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/dine/d036

PRONTO　LCCターミナル店 レストラン／洋食、 ファストフード、 カフェ・軽食、 バー・居酒屋 10％OFF https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/dine/d015

PRONTO エアサイド店 レストラン／洋食、 ファストフード、 カフェ・軽食、 バー・居酒屋 お食事代10％割引 https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/dine/d035

RESTAURANT&CAFE 銀座ライオン DEPARTURE レストラン／洋食、 カフェ・軽食、 バー・居酒屋 10％OFF https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/dine/d051/

実演手打うどん 杵屋 レストラン／和食 全食事　精算時　10％OFF https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/dine/d050

おらが蕎麦 レストラン／和食 全品　精算時　10％OFF https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/dine/d014

信州そば処 そじ坊 レストラン／和食 精算時　10％OFF https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/dine/d025

とんかつKYK レストラン／和食 精算時　5％OFF(一部対象外商品あり） https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/dine/d032

ぼてぢゅう レストラン／和食 購入代金より10％割引 https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/dine/d041

鎌倉パスタ レストラン／洋食 お支払代金の10％割引（一部対象外商品あり） https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/dine/d049

すき家 レストラン／ファストフード、 フードコート メイン商品（牛丼・カレー・定食等）ご注文の方に、ワンドリンク（ソフトドリンクMサイズ）サービス※コーヒー除く https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/dine/d019

BURGER KING® レストラン／ファストフード 購入代金より20％割引（一部対象外商品・・・ＫＩＮＧ　ＢＯＸセットメニューのみ対象外） 精算前に提示 https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/dine/d034

World Wine Bar by Pieroth レストラン／バー・居酒屋 ご飲食代より10％割引（現金支払時のみ） https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/dine/d011

KIEFEL レストラン／カフェ・軽食 キーフェルコーヒー（ホットコーヒー）、アイスコーヒーに５％offを適用します。 https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/dine/d009

カードメンバーズラウンジ 「比叡」 便利なサービス／ビジネスサポート・ラウンジ／カード会社メンバーズラウンジ

お一人様1,543円でラウンジ利用可能

※クレジット払いのみ。現金は不可。

※搭乗券の提示が必要。

https://www.kansai-airport.or.jp/service/business/03.html

リージャスエクスプレス関西国際空港 便利なサービス／ビジネスサポート・ラウンジ 初回１時間無料、その後の料金から20％割引 https://www.kansai-airport.or.jp/service/business/06.html

YOUR WRAP 便利なサービス／手荷物・宅配・郵便／手荷物ラッピングサービス バゲージラッピングサービス　全品50円引き　※一部対象外商品あり https://www.kansai-airport.or.jp/service/delivery/04.html

JALエービーシー 便利なサービス／手荷物・宅配・郵便／宅配サービス 一般宅配料金(関空→自宅)100円割引 https://www.kansai-airport.or.jp/service/delivery/03.html

レンタカーカウンター 便利なサービス／交通・宿泊／レンタカーのご案内 基本料金10％割引（他割引との併用は不可） https://www.kansai-airport.or.jp/service/traffic/03.html

トラベレックス 便利なサービス／お金・両替・保険／外貨両替所 日本円から外貨へ３万円以上のご両替でレート優遇（優遇率は通貨により異なるため窓口でお尋ねください。） https://www.kansai-airport.or.jp/service/money/03.html

海外旅行保険受付カウンター 便利なサービス／お金・両替・保険／海外旅行保険
保険料2,000円以上のご契約で粗品プレゼント

※他の特典と併用不可
https://www.kansai-airport.or.jp/service/money/01.html

AnyFone JAPANカウンター　関西国際空港T1店 便利なサービス／WiFi・インターネット・携帯電話／携帯電話レンタル 物販商品5%OFF https://www.kansai-airport.or.jp/service/internet/02.html

グローバルWiFi （ビジョン） 便利なサービス／WiFi・インターネット・携帯電話／Wi-Fiルーターレンタル
レンタル料金１日あたり100円割引（特典は当日申込に限ります。長期割引適用の場合は大幅割引（料金は店頭にてご確認ください）

国・プランにより料金が異なるためこちらには掲載なし
https://www.kansai-airport.or.jp/service/internet/03.html

小林パール ショップ／宝飾・時計 購入代金より5％引 https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s014

ANA ARRIVAL DUTY FREE SHOP SOUTH ショップ／酒・たばこ、 お菓子 購入代金より5％引（1000円以上が対象） https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s113

ANA ARRIVAL DUTY FREE SHOP NORTH ショップ／酒・たばこ、 お菓子 購入代金より5％引（1000円以上が対象） https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s112

ANA ARRIVAL DUTY FREE SHOP T2 ショップ／酒・たばこ、 お菓子 購入代金より5％引（1000円以上が対象） https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s114

ANA DUTY FREE SHOP - LONGCHAMP・TUMI - ショップ／酒・たばこ、 お菓子 購入代金より5％引（1000円以上が対象） https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s023

ANA DUTY FREE SHOP ショップ／酒・たばこ、 お菓子 購入代金より5％引（1000円以上が対象） https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s022

サツマヤ奥谷 ショップ／化粧品、 宝飾・時計、 お土産、 お菓子 購入代金より5％割引 https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s085/

KIX DUTY FREE　本館北店 ショップ／化粧品、 酒・たばこ、 家電、 その他 5％割引※一部対象外あり。※他のサービスとの併用不可。 https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s036

KIX DUTY FREE　本館南店 ショップ／化粧品、 酒・たばこ、 家電、 その他 5％割引※一部対象外あり。※他のサービスとの併用不可。 https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s035

KIX DUTY FREE　北ウイング中間店 ショップ／化粧品、 酒・たばこ、 家電、 その他 5％割引※一部対象外あり。※他のサービスとの併用不可。 https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s034

Duty Free Shop Les Cosme ショップ／化粧品、 酒・たばこ、 家電、 その他 5％割引※一部対象外あり。※他のサービスとの併用不可。 https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s053

KIX DUTY FREE　南ウイング中間店 ショップ／化粧品、 酒・たばこ、 家電、 その他 5％割引※一部対象外あり。※他のサービスとの併用不可。 https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s033

KIX DUTY FREE　南ウイング先端店 ショップ／化粧品、 酒・たばこ、 家電、 その他 5％割引※一部対象外あり。※他のサービスとの併用不可。 https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s037

KIX DUTY FREE　第２ターミナルビル店 ショップ／化粧品、 酒・たばこ、 家電、 その他 5％割引※一部対象外あり。※他のサービスとの併用不可。 https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s038

Fuchsia by peach 国際ゲート店 ショップ／化粧品、 酒・たばこ、 トラベル、 お土産、 お菓子 購入代金より5％割引（一部対象外商品あり） https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s030/

AAS免税店 ショップ／化粧品、 酒・たばこ、 お土産、 お菓子、 その他 購入代金より5％割引（一部対象外商品あり・他のサービスとの併用不可） https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s021

AAS HOBBY SHOP ショップ／化粧品、 酒・たばこ、 お土産、 お菓子、 その他 購入代金より5％割引（一部対象外商品あり・他のサービスとの併用不可） https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s111

空港専門大店 Duty Free Shop A.S.D. ショップ／化粧品、 ファッション、 宝飾・時計、 酒・たばこ、 トラベル、 お土産
免税店にて5％割引※一部対象外あり。他のサービスとの併用不可。

購入代金より5%OFF
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s024

SOUTH WING A.S.D. TOBACCO SHOP ショップ／化粧品、 ファッション、 宝飾・時計、 酒・たばこ、 トラベル、 お土産
免税店にて5％割引※一部対象外あり。他のサービスとの併用不可。

購入代金より5%OFF
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s025

LOTTE DUTY FREE by KAA ショップ／化粧品、 ファッション、 宝飾・時計、 酒・たばこ、 お菓子、 その他 5％割引※一部対象外あり。※他のサービスとの併用不可。 https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s039

MUJI to GO 無印良品 ショップ／化粧品、 ファッション、 トラベル、 お菓子 5％OFF(一部対象外商品あり） https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s057

デューティーフリーショップ ブランドゥブラン ショップ／化粧品、 お土産 購入代金より5％割引（一部対象外商品あり、他のサービスとの併用不可） https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s051

ユニクロ ショップ／ファッション 購入代金より5％割引 https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s075

ユニクロ関西空港出国エリア店 ショップ／ファッション 購入代金より5％割引 https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s076

Redhorse ショップ／トラベル 購入代金より5％割引（一部対象外商品あり） https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s058/

カフェ英国屋　アゼリア ショップ／カフェ・軽食 購入代金より10％割引 https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/dine/d047

紀州グルメ御三家 ショップ／お土産、 その他 5％割引※除外品あり。(現金のみ)(角濱ゴマ豆腐、那智黒あめ、ダシしょうゆ) https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s097/

空港専門大店　グルメギフト ショップ／お土産、 お菓子 購入代金より5％割引（一部対象外商品あり） https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s012

福寿園 ショップ／お土産、 お菓子 購入代金より5％割引（一部対象外商品あり） https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s016

ポケモンストア関西空港店 ショップ／お土産、 おもちゃ 購入代金より5%割引（一部対象外商品あり） https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s117

ポケモンストア関西空港店 ショップ／お土産、 おもちゃ 購入代金より5%割引（一部対象外商品あり） https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s073

京都クラフトマート ショップ／お土産 購入代金より5％割引（一部対象外商品あり） https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s010

京都・たち吉 ショップ／お土産 購入代金より5％割引（一部対象外商品あり） https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s009/

博品館TOYPARK ショップ／おもちゃ ご購入金額より5％OFF https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s015

earth music&ecology airport store ショップ KIX-ITMカード 優待特典あり： ご提示で10％OFF　※一部対象外商品あり https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s080/

大阪国際空港
施設名 特典内容 リンク先

大阪黒門市場 まぐろのエン時 レストラン／和食、 バー・居酒屋 精算時　10％OFF https://www.osaka-airport.co.jp/shop-and-dine/dine/entoki.html

さち福やCafé レストラン／和食、 カフェ・軽食 購入代金より5％割引（一部対象外商品あり） https://www.osaka-airport.co.jp/shop-and-dine/dine/sachifukuya.html

at レストラン／カフェ・軽食 購入代金より5％割引 https://www.osaka-airport.co.jp/shop-and-dine/dine/atcafe.html

ル・パン神戸北野 レストラン／カフェ・軽食 購入代金より5％割引（一部対象外商品あり） https://www.osaka-airport.co.jp/shop-and-dine/dine/lepan.html

グローバル WiFi 便利なサービス／WiFi・インターネット・携帯電話／WiFiルーター・SIMカード 当日申込限定でレンタル料金1日あたり100円引き（他の割引との併用不可） https://www.osaka-airport.co.jp/service/internet/03.html

スカイストアーズ１F店 ショップ／お土産、 書籍、 コンビニ 2,000円（税込み）以上のご購入で代金より５％割引（一部対象外商品あり） https://www.osaka-airport.co.jp/shop-and-dine/shop/skystorebook.html

スカイストアーズ13G店 ショップ／お土産、 書籍、 コンビニ 2,000円（税込み）以上のご購入で代金より５％割引（一部対象外商品あり） https://www.osaka-airport.co.jp/shop-and-dine/shop/skystorebook.html

スカイストアーズ17G店 ショップ／お土産、 書籍、 コンビニ 2,000円（税込み）以上のご購入で代金より５％割引（一部対象外商品あり） https://www.osaka-airport.co.jp/shop-and-dine/shop/skystorebook.html

スカイストアーズ20G店 ショップ／お土産、 書籍、 コンビニ 2,000円（税込み）以上のご購入で代金より５％割引（一部対象外商品あり） https://www.osaka-airport.co.jp/shop-and-dine/shop/skystorebook.html

SORAMISE ショップ／お土産、 トラベル、 インテリア・雑貨 5,000円（税込）以上のご購入で代金より5％割引 https://www.osaka-airport.co.jp/shop-and-dine/shop/soramise.html

関西旅日記店 ショップ／お土産 2,000円（税込）以上のご購入で代金より5％割引 ※催事商品・バトンドール商品・赤福など一部対象外商品あり。 https://www.osaka-airport.co.jp/shop-and-dine/shop/kansai-tabinikki.html

空弁南店 ショップ １会計2000円以上ご購入につき　5％割引 https://www.osaka-airport.co.jp/shop-and-dine/shop/soraben_south.html

空弁北店 ショップ １会計2000円以上ご購入につき　5％割引 https://www.osaka-airport.co.jp/shop-and-dine/shop/soraben_north.html

https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/dine/d036
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/dine/d015
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/dine/d035
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/dine/d051/
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/dine/d050
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/dine/d014
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/dine/d025
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/dine/d032
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/dine/d041
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/dine/d049
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/dine/d019
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/dine/d034
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/dine/d011
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/dine/d009
https://www.kansai-airport.or.jp/service/business/03.html
https://www.kansai-airport.or.jp/service/business/06.html
https://www.kansai-airport.or.jp/service/delivery/04.html
https://www.kansai-airport.or.jp/service/delivery/03.html
https://www.kansai-airport.or.jp/service/traffic/03.html
https://www.kansai-airport.or.jp/service/money/03.html
https://www.kansai-airport.or.jp/service/money/01.html
https://www.kansai-airport.or.jp/service/internet/02.html
https://www.kansai-airport.or.jp/service/internet/03.html
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s014
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s113
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s112
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s114
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s023
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s022
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s085/
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s036
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s035
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s034
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s053
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s033
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s037
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s038
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s030/
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s021
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s111
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s024
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s025
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s039
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s057
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s051
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s075
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s076
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s058/
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/dine/d047
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s097/
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s012
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s016
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s117
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s073
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s010
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s009/
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s015
https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/shop/s080/
https://www.osaka-airport.co.jp/shop-and-dine/dine/entoki.html
https://www.osaka-airport.co.jp/shop-and-dine/dine/sachifukuya.html
https://www.osaka-airport.co.jp/shop-and-dine/dine/atcafe.html
https://www.osaka-airport.co.jp/shop-and-dine/dine/lepan.html
https://www.osaka-airport.co.jp/service/internet/03.html
https://www.osaka-airport.co.jp/shop-and-dine/shop/skystorebook.html
https://www.osaka-airport.co.jp/shop-and-dine/shop/skystorebook.html
https://www.osaka-airport.co.jp/shop-and-dine/shop/skystorebook.html
https://www.osaka-airport.co.jp/shop-and-dine/shop/skystorebook.html
https://www.osaka-airport.co.jp/shop-and-dine/shop/soramise.html
https://www.osaka-airport.co.jp/shop-and-dine/shop/kansai-tabinikki.html
https://www.osaka-airport.co.jp/shop-and-dine/shop/soraben_south.html
https://www.osaka-airport.co.jp/shop-and-dine/shop/soraben_north.html

