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関西国際空港の現状
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（2012年度）
◇発着回数 128,729回

国内線 44,019回
国際線 84,710回
（参考）昨年度 107,791回
国内線 31,291回
国際線 76,500回

◇航空旅客数 16,798,760人
国内線 5,375,190人
国際線 11,423,570人
（参考）昨年度
航空旅客数 13,862,633人

国内線 3,748,735人
国際線 10,113,898人

◇貨物量 687,425トン
国内 28,418トン
国際 659,007トン
（輸出299,735ﾄﾝ 輸入359,272ﾄﾝ）

（参考）昨年度
貨物量 712,118トン
国内 36,740トン
国際 675,378トン
（輸出308,601ﾄﾝ 輸入366,777ﾄﾝ）

◇1期空港島（面積：約510ha）
1994年9月4日供用
＜主要な施設＞
第1滑走路(3,500ｍ×60ｍ)、駐機場(67スポット)、
旅客ターミナルビル、貨物取扱施設、空港駅、駐車場等

◇2期空港島（面積:約545ha、うち供用面積約260ha）
2007年8月2日限定供用
＜主要な施設＞
第2滑走路(4,000ｍ×60ｍ)、駐機場(5スポット)
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大阪国際（伊丹）空港の現状

◇面積：約311ha
＜主要な施設＞
Ａ滑走路(1,828m×45m） 1958年供用開始
Ｂ滑走路（3,000m×60m) 1970年供用開始
駐機場(50スポット)
（大型ジェット20、中型／小型機12、停留用18）
運用時間 7:00～21:00 （14時間）
発着回数 370回／日

内訳 低騒音機以外のジェット機 200回／日
低騒音機・プロペラ機 170回／日

（2012年度）

◇発着回数 127,684回

（参考）昨年度 122,978回

◇航空旅客数 13,147,345人

（参考）昨年度
航空旅客数 12,909,665人

◇貨物量 119,944トン

（参考）昨年度
貨物量 113,461トン
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国際線2013冬ダイヤの概要

ヨーロッパ 週44便
（うち貨物便 週8便）

アジア 週687.5便 (うち貨物便 週92.5便）

うち、中国 週278.5便（うち貨物便 週62.5便）

中近東 週15便
（うち貨物便 週1便）

オセアニア 週11便

北米 週41.5便
（うち貨物便 週31.5便）

ハワイ 週21便
グアム 週35便
サイパン 週 7便

旅客便 貨物便 合計

就航会社数 52 17 62
就航国（地域）数 22 19 25
就航都市数 50 40 66
就航便数（便/週） 716 146 862

就航国＜地域＞
アメリカ、＜グアム・サイパン＞、イギリス、ドイツ、
オランダ、フランス、イタリア、フィンランド、ロシア、
アゼルバイジャン、トルコ、UAE、カタール、
韓国、中国、＜台湾＞、フィリピン、ベトナム、
タイ、マレーシア、シンガポール、インドネシア、
インド、オーストラリア、ニュージーランド

※各データは関空会社調べ（2013年10月23日現在）、冬ダイヤ期間中のピーク月（12月）の計画便数



4

国内線の状況（伊丹・関空）
国内線2013冬ダイヤの概要

関西国際空港・大阪国際空港における国内線就航状況（2013年度冬ダイヤ（11月））

便数 249便/日
（うち旅客便247便・貨物2便）

航空会社数 9社
就航都市数 28都市
関西 大阪
★ ★ JAL 日本航空
★ JTA 日本トランスオーシャン航空
★ ★ ANA 全日本空輸
★ SFJ スターフライヤー
★ APJ ピーチ・アビエーション
★ JJP ジェットスター・ジャパン

★ JAC 日本エアコミューター
★ IBX IBEXエアラインズ
★ AHX 天草エアライン

航空会社

大阪＝仙台 19便／日
ITM：17便／日 KIX：2便／日



【輸出・輸入重量】

【輸出・輸入価額】

過去最高
輸出 42万t
輸入 47万t

過去最高
輸出 4.8兆円
輸入 2.9兆円

国際貨物取扱実績の推移
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関西国際空港の国際貨物地区

２期南側貨物地区(11.4ha）

１期国際貨物地区(37.2ha）

関空の国際貨物地区の特徴・メリット

●２４時間の貨物取扱が可能 ・・・約40便／週の貨物便が深夜早朝時間に就航

●多様な物流関係施設が集約展開 ・・・航空会社からエクスプレス、代理店、定温庫等

●大規模事業者には１棟専用施設を展開 ・・・日通、DHL、郵船、阪急等

●時代を先取りする新たな機能施設の展開 ・・・医薬品専用定温庫KIX-Medica

●豊富な将来の展開用地・・・２期南側貨物地区にフェデックス北太平洋地区ハブが2014年春頃開設
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地域と連携した関西国際空港貨物ハブ戦略

航空貨物の国際ネットワークにおける拠点空港・中継空港を実現するための取り組み

◎新しい貨物の流れを『創る』（創貨） ＞ 医薬品・食品の輸出入ビジネスモデルの構築

◎関西・西日本発生の貨物を『集める』 （集貨）

＞ 他空港に流れている関西・西日本産出貨物の関西空港への取込み

◎アジア太平洋の物流が『通る』（通貨）

●経済界、自治体等との連携による新たな航空需要の創出「創貨」。

・物流戦略チームと連携した関空物流ニュービジネスモデルの活用（民間企業による商業化を推進）

・「医薬品」や「食」の輸出入ビジネスモデルの構築

●フォワーダー等との連携や特区制度の活用等による物流ルートの呼込み「集貨」。
・医薬品等輸出入手続きの電子化実証実験の開始（2013年4月~）

・ＫＩＸ内における医薬品輸送のガイドライン化／関西・西日本生産貨物のKIXへの取込み

●フォワーダーや航空会社の拠点機能の誘致等により、関西発着及びアジア・北米間

の貨物輸送の中心となる貨物ハブ空港を実現。「通貨」

●経済界と連携した「関空物流ニュービジネスモデル」としてのSEA & AIRの推進
・港湾連携、特区制度を活用した際＝際Sea＆Air

・長大貨物Sea＆Air輸送の推進

●物流コスト低減の料金戦略
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創貨の取組（医薬品）

【関西空港における医薬品の輸入額と
輸入額全体に占めるシェア】

2010年に日本の空港初となる、
医薬品専用共同定温庫「KIX Medica」を開設！
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・床面積：750㎡
・管理温度帯

20℃＝ ６５０㎡
５℃ ＝１００㎡

・取扱最大容量
約1200トン／月

・運用開始日
2010年9月30日

施設概要

2011年に日本の空港初となる、「保冷ドーリー」
を導入！機側部分の温度管理が可能に！



創貨の取組（医薬品）

製薬工場
航空機内

空港内(KIX) 市中倉庫

◎温度管理 ◎温度管理 ◎温度管理 ◎温度管理

定温トラック 定温トラック保冷ドーリー

～ キープクール ～
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関西国際空港における「食」輸出の現状
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【関西国際空港における主要輸出食料品の輸出量推移(kg)】

関西には青果物の生産地が多く存在し、関西国際空港は葡萄・桃の積出港シェアにおいてトップ！

●葡萄 ●桃 【積出港シェア(2012)】【積出港シェア(2012)】
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・日本の空港内では他に類を見ない大規模な生鮮専用施設を関空内に設置。
・鮮魚・青果・フルーツ・花類のエリアに分かれ、繊細な対応が必要とされる生鮮貨物に対応。

青果・フルーツ鮮魚 花類

＋5℃
84㎡

-5℃
112㎡
+1℃
127㎡

低温荷捌き場
(+15℃~+20℃ 3,247㎡)

冷蔵庫

【生鮮上屋 見取図】

※保税蔵置面積 (5,156㎡)

国内空港内最大の生鮮貨物取扱施設
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ＡＬＬ関西での「食輸出」取組体制
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国際物流戦略チーム
◆ 2005年（平成17年）5月発足
◆ メンバー：産（関経連、大阪商工会議所ほか）・学（神戸大学名誉教授ほか）・官（総務省、経産省、国交省ほか、

関係自治体）から60機関程度

ALL関西「食」輸出戦略会議
◆ メンバー：（公社）関西経済連合会、大阪商工会議所、関西国際空港全体
構想促進協議会、新関西国際空港㈱、近畿農政局、近畿経産局、近畿運輸
局、JETRO大阪本部、中小機構 近畿、関西地域振興財団

ALL関西「食」輸出推進委員会
◆ 2012年5月立ち上げ
◆ メンバー：（公社）関西経済連合会、大阪商工会議所、関西国際空港全体構想促進協議会、新関西国際空港㈱

連携

関西・食・輸出推進事業協同組合
（関空物流ニュービジネスモデル・

ＡＬＬ関西「食」輸出推進事業認定事業者）

大使館
JETRO

各自治体
協力機関
関係事業者

コーディネート
サポート（委託・助成）報告

関空物流連携効率化推進協議会、
関空物流ニュービジネスモデル評価委員会
◆ メンバー：（公社）関西経済連合会、大阪航空局、近畿地方整備局、近畿
運輸局、新関西国際空港㈱

連携

・単県の取組からALL関西への取組へ→関係機関と「食」輸出戦略会議・委員会の立ち上げ
・民間事業者の「食」輸出事業を行政・地元自治体と一丸となりサポート



ＡＬＬ関西での「食」輸出の取組における3つのポイント
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・「国内サプライヤーの底上げ」「海外販路拡大」「ロジスティックスの融合」を総合的にサポート
・「食」輸出にかかるステークスホルダーと連携したプラットフォームの確立

輸出協同組合設立

関西ならではのインフラ／ツールの
設置

『食』輸出プラットフォーム確立

①国内サプライヤーの充実・インフラ整備

物流ニュービジネスモデルを
活用した、商流・物流の融合

③ロジスティクスの融合②海外販路の拡大

BtoB商談会・物産展等開催



①サプライヤーの充実・インフラ整備

～ALL関西「食」輸出推進事業について～
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ALL関西「食」輸出推進事業について

・関空を活用し、「食」輸出拡大を目的とした民間企業の取組を地元自治体・経済界と支援

・2012年度から開始し、5事業を認定（事業開始後は5事業が連携）

認定特典

・各機関が開催するセミナー、広報誌でのPR

・認定事業に対しては、 ALL関西「食」輸出推進委員会による各種補助事業へ の共同提案

【参考】平成24年度認定5事業

１ 輸出推進協同組合
三井住友海上火災

関西国際空港を利用した「食」輸出物量の拡大
（ALL関西「食」輸出推進委員会と連携した取組）

2 ジャパンファームプロダクツ 関西国際空港を利用した東南アジア向け贈答用産地直送
高級フルーツカタログ販売事業

3 スターフードジャパン 関西国際空港を利用したヨーロッパ向け「食」輸出事業

4 ㈱ナビバード ネット販売を通じて「食」を世界に広めるプロジェクト

5 JTB西日本 関西ブランド商談会



①サプライヤー充実・インフラ整備
～関西「食」輸出推進事業協同組合の設立（2013年8月29日）～
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・日本初！「食」輸出のみを手掛ける協同組合を設立 （委員会と連携強化）
⇒多品目の商品提案、コスト削減を行い、新たな流通ルートを生み出す

◆協同組合の特徴
A．大手企業、商社にはまねできない特徴ある商材と、豊富な品揃え（総合カタログ）
■中小企業ならではのこだわりの食材と、品揃えの豊富さ
■関西「食」の総合カタログを作成、食材を集中させスケールメリットを出す

B．WEBを用いた商流・物流を融合したプラットフォームを構築
■サプライヤー・バイヤーをシステムでつなげ、常に最新情報をバイヤーへ提供
■更に物流をシステムでつなげる事で出荷スケジュール、納期回答が可能に。

C．組合ならではの多彩な販売ツール
通常のBtoBビジネスに加え、
■海外からの旅行客へ向けた、エアラインと連携したブランディング、販路の確保
■“Ninja Food Store.com”（ナビバード）と連携した海外向けネット通販

D．各関係機関と連携した海外販路の拡大・マーケティング
■海外での観光物産展の開催（2013年度伊勢丹バンコク店、伊勢丹クアラルンプール店）
■海外でのBtoB商談会・レストランフェアの開催（2013年度タイ、マレーシア、インドネシア）



②海外販路の拡大
～２０１２年度ALL関西【食】輸出推進委員会の取組（一例）
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開催時期 ALL関西「食」輸出推進委員会／関西・食・輸出推進事業協同組合主体
事業者主体（認定事業）

バンコク クアラルンプール 国内

５月 ALL関西食輸出セミナー

６月

７月 ネット販売サイト設置

８月 協同組合設立（8/29)

９月 フード＆ホテルショー
(9/17-20)

ベトナム商談会

10月 第3回ALL関西フェス
ティバルinバンコク
（10/17～27）

11月 関西フェアat本物寿
司（BtoB）

ベルギー商談会
ジャカルタ商談会

12月 カンボジア商談会
1月
2月 第1回ALL関西フェスティバ

ルinKUL（2/14～24）
関西フェアat勘八(BtoB)

第2回ALL関西品評会

3月 関西ブランド商談会

・2012年度に引き続き、近江牛、鮮魚、高級フルーツ等東南アジアでの販路拡大を目指す取組
・協同組合等事業者为体の取組を積極的に支援

②海外販路の拡大
～２０１３年度ALL関西「食」輸出推進委員会の取組（計画）



③ロジスティクスの融合
関空物流ニュービジネスモデルの認定事業

関空物流ニュービジネスモデルについて

・関空を活用し、国際物流の活性化を目的とした民間企業の取組を地元自治体・経済界と支援

・平成21年度から開始し、平成24年度までで24事業を認定

認定特典

・各機関が開催するセミナー、広報誌でのPR

・認定事業に対しては、関西国際空港全体構想促進協議会より、1事業あたり、

上限500万円（事業費の１/２）の助成制度。

【参考】2012年度認定7事業

１ AIU保険会社 関空Medica利用の医薬品専用貨物保険

2 エーザイ㈱ 関空を中継地とした治験薬輸送の検証

3 エスフーズ㈱ 関西国際空港を利用した国産和牛輸出事業

4 ㈱ナビバード 日本の通販商品を海外へ発送代行する事業

5 JALKAS・ALS・CKTS・SPJ 関空における医薬品輸送の更なる高品質化の取組

6 日本通運㈱ 『地産地翔』関西圏の“美味いもん”生鮮品を関空から

7 阪急阪神エクスプレス アジアでの輸送業者対象KIX－Medicaプロモーション
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関空を利用して生鮮品を輸出する優位性

１．産地直送

２．当日便搭載

３．集約クールチェーン

４．一元化の取組

産地から経由することなく直行便で海外へ

朝摘みをその日のうちに現地へお届け

“鮮度”という付加価値をリーズナブルに。

集荷＋梱包＋書類作成＋通関を関空一元化で取扱い

20

関西空港ならではの特徴として、朝摘みしたその日のフライトへ搭載し、他空港経由便よりも早く消費国へ到着させるこ
とが出来ます。また、到着後の保冷保管も即時対応出来ることから、結果として輸送リードタイム（所要時間）を短くし、保
冷庫での保管時間を長く保つことが可能です。

５．フラッグキャリア マーケット国フラッグキャリア直行便起用による輸送のブランド化

“鮮度“”品質維持”による付加価値の創出 関空集約による価格競争力の創出

ビジネスチャンスの創出

19

③ロジスティクスの融合



関西空港と仙台空港の連携の可能性

仙台空港

ICN
GUM
HNL
PEK
PVG
DLC
TPE

ICN
PVG
CAN
TPE
HKG
BKK
SIN
MNL
KUL
SGN
CGD
FRA
AMS
SFO
HNL
Etc…

仙台空港を東北地域のハブ空港として活用し、
関西空港と連携することにより、高品質・最速輸送を実現

関空を利用し、他貨物と集約することにより
輸送コストの低減を実現

伊丹空港

関西空港

大阪＝仙台 19便／日
ITM：17便／日 KIX：2便／日
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メリット①

メリット②


