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NEWS RELEASE

ＡＮＡ ＦＥＳＴＡ、大阪国際空港 南側商業エリアに、

関西初や空港初の物販・飲食など１２店舗を出店！
８月５日、グランドオープン
ANA が就航する国内 34 空港に店舗を構える ANA FESTA 株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役社長：
鈴木 裕二）は、大阪国際空港の南側商業エリア２階（保安検査後）の区画の一部に、物販 8 店舗、飲食 4 店舗
を 8 月 5 日にグランドオープンいたします。

■ “水都大阪”をイメージした物販ゾーンは、集中レジでまとめてご精算
保安検査後、すぐの場所にある物販ゾーン
は、当社による一括運営となります。総合
土産店「ANA FESTA」や関西の名店「アン
リ・シャルパンティエ」・「中村藤吉本店」・
「浪芳庵」をはじめ、揚げたてスナックが人
気の「カルビープラス」や旅情報誌「じゃら
ん」編集部がセレクトしたお土産ショップ「じ
ゃらんマルシェ」を展開。
“水都大阪”をイメージした川がモチーフの
本ゾーンでは、曲がりくねった通路沿いに

ANA FESTA（店舗イメージ）

ある店舗を見ながらお買い物を楽しみ、最後にまとめて、集中レジにてご精算いただきます。
更に、旅の必需品などが揃うコンビニ型の「ANA FESTA コンビニ」※と千年の伝統を持つ鞄産業の兵庫県豊岡
市より「豊岡鞄」※も出店し、搭乗までの限られた時間の過ごし方を、様々なアプローチで提案いたします。
※集中レジ非対応店舗

■ 「ANA FESTA」では、辻製菓専門学校との産学連携アイテムなど、限定商品も！
なお、総合土産店「ANA FESTA」では、ここでしか買えないオリジナル商品を多数取り揃えております。
『大阪・サックリスター』（6 本入り：1,080 円・税込）は、辻製菓専門学校
と ANA FESTA が産学連携し、大阪の新定番菓子となるよう考案。チョ
コレートがけしたパイに、フリーズドライのストロベリーやパッションフ
ルーツ、ナッツを載せて、大阪のにぎやかさを表現。食べ進めるうちに
３つの味を楽しめるお菓子に仕上げました。

『ショコラガトー（キャラメル）』（6 個入り：1,198 円、9 個入り：1,782 円・税込）
は、ANA FESTA のネットワークを活かし、北海道の菓子メーカー「ISHIYA」
と共同開発した商品で、既に北海道で販売し好評の焼き菓子“ショコラガト
ー”の関西限定キャラメル味です。パッケージは、手に取る方へ大阪土産
の雰囲気を感じてもらえるよう、大阪の風景をデザインしました。

■ 飲食ゾーンは、 女性に人気のラーメン店など、関西初や空港初の店舗が出店
飲食ゾーンは、関西初出店のラーメン店「むぎ
とオリーブ」やジェラートの「V i TO」、空港初出
店の浪花のうどん店「道頓堀 今井」、そして
「スターバックス」を出店いたします。他県や外
国から訪れるお客様だけでなく、これから搭乗
される地元のお客様にも、楽しんで頂けるライ
ンナップです。飲食ゾーンの中央にあるオープ

「むぎとオリーブ」店舗イメージと看板主力商品の『蛤 SOBA』

ンスペースでお召し上がりいただけます。

■店舗の概要
[開 業 日]
2020 年 8 月 5 日グランドオープン
[場
所]
大阪国際空港 南側商業エリア 2 階（保安検査後）
17 店舗のうち、12 店舗を ANA FESTA が運営
※本エリアは、出発・到着のお客様いずれもご利用が可能です。

[営業時間]
物販 6：00～20：00
飲食 6：30～20：20 (ラストオーダー19：50)
※物販店での実演販売は、当面中止とさせていただきます。
※一部飲食店では、営業時間の短縮を実施しております。
最新の各店舗の営業時間については、大阪国際空港 HP
「一部施設や店舗の休業・営業時間の変更について」
https://www.osaka-airport.co.jp/notices/1562
をご確認ください。
＜新型コロナウイルス感染拡大防止のための対策について＞
お客様に安心して同エリアをご利用いただけますよう、
各店舗において、消毒液の設置、レジ前に飛沫防止シートを設置、
ソーシャルディスタンスに関する案内を掲示し、対策を行っております。

ANA FESTA は、「旅からつながる幸せ」を感じて頂けるよう、おひとりおひとりの想いに寄り添ったお店づくりを
心掛けております。今後は、その店舗運営で培ったノウハウを生かし、ライセンス運営／フランチャイズ運営に
も力を入れてまいります。

■ANA FESTA について

ANA が就航する国内 34 空港に店舗を構える「ANA FESTA」では、各地の名産
品や飛行機グッズ・旅行カバンなどを販売するギフトショップや、スピーディー
に食事を提供するフードショップを展開。
その地域ならではの商品を中心に、現地スタッフが厳選し、お客様の様々なニ
ーズにお応えできるよう幅広い品揃えを心掛けています。また、当店オリジナ
ル商品の開発や提案にも力を注いでいます。
[社名] ANA FESTA 株式会社

[代表者] 鈴木 裕二（すずき・ゆうじ）

[設立] 1986 年 4 月 21 日

[所在地] 東京都大田区羽田空港 3-3-2 東京国際空港第一旅客ターミナルビル内
[資本金] 5,000 万円 [売上高] 22,053 百万円（2019 年度） [株主] 全日空商事株式会社
[従業員数] 917 名（2020 年 4 月 1 日現在）

[HP] https://www.anafesta.com

＜報道関係者様のお問合せは下記までお願いいたします＞
全日空商事株式会社

経営企画部 広報担当 森川・早藤

TEL：03-6735-5090

FAX：03-6735-5035

＜別紙＞ 店舗一覧
【物販ゾーン】
じゃらんマルシェ

関西初

空港初

新業態

アンリ・シャルパンティエ-兵庫エディション-

物販（菓子・雑貨）・旅行情報誌

物販（菓子）

じゃらん編集部がセレクトしたお土産
ショップ。旅の思い出や帰省時など、
お客様のシーンに合わせたお土産を
ご提供します。旅行情報誌もご用意し
ております。

1969 年にオープンした兵庫・芦屋市の喫
茶店に起源をもつ、ハイクオリティなフォー
マルブランドです。創業以来、素材や製法
にこだわり続け、感謝の気持ちとともにお
届けします。地元兵庫の特産品を使用し
た地域限定品もご用意しております。

中村藤吉本店

浪芳庵

空港初

空港初

物販（日本茶・菓子）、実演販売（スイーツ）

物販（菓子）、実演販売（菓子）

1854 年創業、京都宇治の茶商。煎
茶、玉露、 抹茶など様々な日本茶
と、茶スイーツを提供しております。

安政五年(1858 年)創業。小豆、もち米、
粟、水など素材にこだわり、可能な限り国
産・無農薬農産物を使用。食べて安心な
和菓子をめざしています。

ANA FESTA 伊丹ゲートギフト店

カルビープラス

物販（菓子・雑貨）

物販（菓子）、実演販売（ﾌｧｽﾄﾌｰﾄﾞ）

国内 34 空港に店舗を構え、その地域
ならではの商品や ANA FESTA 限定
商品をお客様のニーズにお応えでき
るよう幅広く 取り揃え、心のこもった
接客でお迎えします。

「カルビープラス」は、お客様との直接的なコミュニケ
ーションを通じて、グローバルなファンづくりを目的と
し、“おいしい” “たのしい“を体感できるアンテナショ
ップです。揚げたてスナックをはじめ、地域限定商品
やショップ限定商品などをご用意しております。

ANA FESTA 伊丹ゲートコンビニ店

豊岡鞄

物販（コンビニエンスストア）

物販（バッグ、財布、小物）

旅の必需品や書籍など機内で
快適にお過ごしいただける商品
を取り揃え、心のこもった接客で
お迎えします。

鞄生産量日本一を誇る兵庫県豊岡市。
厳しい審査に合格した製品を「豊岡鞄」
ブランドとして認定。千年の伝統を持つ
豊岡より生産者自らがお客様へお届け
する、高品質な鞄・財布・小物を多数ご
用意しております。

空港初

【飲食店ゾーン】
むぎとオリーブ

関西初

道頓堀 今井

空港初

飲食（ラーメン）

飲食（うどん、丼、土産）

蛤を使用したスープに京都の老舗製
麺所との共同開発による麺を使用し
た『蛤 SOBA』は看板主力商品です。
「アニマルオフ」という魚介 100%のスー
プは特に女性に熱烈な支持を頂いて
います。また疲れた肝臓に効果があり
男性にも人気です。

昭和 21 年創業の古き良き大阪の風情
にこだわった“おだし”が身上のうどん
店 。一杯 のう ど ん・丼に 真心を 込め
て、浪花の味をお届けしたいと願って
おります。

ViTO

スターバックス

関西初

飲食（ジェラート）

飲食（スペシャルティ コーヒーストア）

VITO 独自の製法で仕上げる「シンプ
ルななめらかさ」を追求した濃厚感と、
サッパリ感のバランスがとれた他とは
違うジェラートをご堪能ください。

高品質のアラビカ種コーヒー豆から抽出
したエスプレッソがベースのバラエティ
豊かなドリンクやぺストリーなどをお楽し
みいただけます。また、ご家庭でもお楽
しみいただけるようコーヒー豆やコーヒ
ー抽出器具マグカップなどのオリジナル
商品も多数ご用意しております。

※物販店での実演販売は、当面中止とさせていただきます。

