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富士山静岡空港特定運営事業等に関する実施契約の締結
～12 月６日にフードコート・ドラッグストア、12 月 22 日にビジネスラウンジオープン～
富士山静岡空港株式会社（株主：三菱地所株式会社、東京急行電鉄株式会社ほか）は、2018 年 11 月 7 日に富士山静岡
空港の管理者である静岡県より運営権設定を受け、本日 11 月 22 日に、静岡県と富士山静岡空港特定運営事業等公共施設
等運営権実施契約を締結しました。本契約によって、静岡県及び富士山静岡空港株式会社が相互に協力し、本事業を円滑
に実施するための一切の事項を定めました。
今後は、来年 4 月 1 日に予定されております公共施設等運営権事業の開始に向けて、準備を進めていきます。具体的な
進捗状況等につきましては、静岡県等の関係者と協議しながら、適宜発表します。
富士山静岡空港特定運営事業等に関する詳細は、富士山静岡空港ホームページ（http://www.mtfuji-shizuokaairport.jp/）をご覧ください。

また、富士山静岡空港株式会社では、静岡県による旅客ターミナル施設増改築工事に合わせて、空港利用者の更なる利
便性向上を目指し、店舗のリニューアルに加え、ラウンジの設置を進めてきました。
リニューアル後の店舗数は 14 店舗（飲食店 6 店舗・物販店 7 店舗（免税店含む）
、サービス施設 1 店舗／保安検査場通
過後の売店を除く）を予定しており、既に 4 店舗が営業を開始しています。新たに、12 月 6 日に静岡県内の有名店を集め
た「フードコート FSZ」の 3 店舗、ドラッグストア「マツモトキヨシ」の計 4 店舗、またビジネス利用客含めた搭乗者の
利便性向上のため設置を進めてきたビジネスラウンジ「YOUR LOUNGE」が 12 月 22 日にオープンします。

▲フードコート完成予想 CG

▲ビジネスラウンジ完成予想 CG

■フードコート・ドラッグストアのオープンについて
2018 年 12 月 6 日(木)10 時 30 分に 4 店舗がオープンします。
＜「フードコート FSZ」3 店舗＞
搭乗者だけでなく空港見学者も、また幅広い年齢層の方にご利用いただけるように、約 160 席の「フードコート FSZ」
がオープンします。静岡県を代表する飲食店として、ラーメン「麺屋 燕」
、餃子「元祖 浜松餃子 石松」
、そば・うどん「東
海軒富士見そば」の 3 店舗がオープンし、残る 1 店舗の「パスタ屋一丁目」は 2 月初旬にオープン予定です。

ラーメン「麺屋 燕」

餃子「元祖 浜松餃子 石松」

静岡全域にその名を轟かせるラーメン店

浜松餃子の老舗有名店

そば・うどん「東海軒富士見そば」
明治から続く静岡の「駅そば」で有名な
東海軒の富士見そば

＜ドラッグストア「マツモトキヨシ」＞
空港利用者から要望が多かったドラックストアが出店。インバ
ウンドからも人気のマツモトキヨシがヘルス＆ビューティーを
中心とした医薬品・化粧品・健康食品・日用雑貨品・プライベ
ートブランド「matsukiyo」
・免税対応を取り扱います。

■その他の飲食店舗について
清水「河岸の市」にも出店している和食レストラン「海山」が 3 階飲食店舗のテナントに決定しました。3 月下旬オープ
ン予定です。
＜今後のオープン予定＞
テナント
洋食「パスタ屋一丁目」
物販「メイドイントーカイ」
物販店「伊藤園（仮称）
」

概要
女性に人気のある手作り麺に拘ったパスタのお店。
静岡県初出店。東海４県（静岡・愛知・三重・岐阜）の地場産品や雑貨を取り扱うお店。空港
利用者から要望の多かった書籍の販売も行います。
静岡県の名産品と言えば「お茶」
。そのアンテナショップ（お茶専門店）として、茶葉の販売や
茶器等のお茶にちなんだ商品の販売を行います。また、お茶の試飲も楽しめます。

物販店「ランウエイショップ

航空文化のアンテナショップ。静岡県内唯一の航空グッズのお店でニッチ層から一般の方まで

FSZ」

楽しめるお店です。空港オリジナルグッズも充実しており、来港記念にもぴったりです。

免税店「Mt. Fuji Shizuoka
Airport DUTY FREE
SHOP」
「海山」

オープン時期

2019 年
2 月初旬

イメージコンセプトは「LUXURY（＝贅沢、高級感）
」
、
「Mt. Fuji（＝富士山）
」
。利用者目線

2019 年

の品揃えでショッピングが楽しめるお店（DUTY&TAX FREE）
。

2 月下旬

駿河湾の海の幸を中心に「静岡の食」を提供し、空港で唯一予約ができる店舗として団体客に

2019 年

も対応するほか、滑走路と富士山の眺望も楽しめる個室も完備します。ハラール対応も可能。

3 月下旬

■ビジネスラウンジのオープンについて
カード会社 12 社と提携したビジネスラウンジ「YOUR LOUNGE」が 2018 年 12 月 22 日(土)6 時 40 分にオープンしま
す。

＜概要＞
設置場所
面積
座席数
設備

旅客ターミナルビル 2 階（保安検査場通過前）
約 140 ㎡
40 席
電源コンセント・USB ポート全席完備、 Wi-Fi 完備、通話ルーム、
ユニバーサルデザイン対応化粧室（男女）
、喫煙室、コピー機・FAX（有料）

営業時間

午前 6 時 40 分～最終便出発予定時刻の 30 分前（年中無休） ※運航ダイヤに応じる

サービス

フリードリンク、新聞、雑誌、アルコール（有料）
・当日の搭乗が証明できるものと、対象クレジットカードの提示が必要

利用方法

・同伴者の入室も当日の搭乗が証明できるものの提示が必要
・対象のクレジットカードをお持ちでない方は、現金 1,000 円（税抜）で入室可能
・営業時間内であれば到着のお客様も利用可能

提携カード会社

・株式会社ジャックス

・VJA 株式会社

・トヨタファイナンス株式会社

・ダイナースクラブカード

・株式会社オリエントコーポレーション

・三菱 UFJ ニコス株式会社

・スルガ銀行

・株式会社ジェーシービー

・株式会社アプラス

・楽天カード株式会社

・株式会社エムアイカード

・株式会社クレディセゾン

（参考）テナントオープンスケジュール

飲食店

リラクゼーション

リラクゼーション：「もみかる」
2018年4月27日OPEN

飲食店：「海山」
2019年3月下旬OPEN予定

物販店：「ランウェイショップFSZ」
2019年2月初旬OPEN予定

ラウンジ：「YOUR LOUNGE」
2018年12月22日OPEN予定

ドラッグストア：「マツモトキヨシ」
2018年12月6日OPEN予定

DUTY FREE SHOP(免税店)
2019年2月下旬OPEN予定

会議室
礼
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ラウンジ

フードコート

免税店

物販店

物販店
カフェ

カフェ：「TABI CHA FE」
2018年4月27日OPEN

物販店

物販店

物販店

フードコートFSZ

土産物店：「しずおかマルシェ」
2018年8月10日OPEN

・ラーメン：「麺屋 燕」
・餃子：「元祖浜松餃子石松」
・そば・うどん：「東海軒富士見そば」
2018年12月6日OPEN予定

コンビニ：「セブンイレブン」
2018年4月1日OPEN

・洋食：「パスタ屋一丁目」
2019年2月初旬OPEN予定

凡例
物販店：「伊藤園（仮称）」
2019年2月初旬OPEN予定
物販店：「メイドイントーカイ」
2019年2月初旬OPEN予定
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