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関⻄エアポート株式会社（本社︓⼤阪府泉佐野市、代表取締役社⻑ CEO︓⼭⾕ 佳之）、ジョ
ルダン株式会社（本社︓東京都新宿区、代表取締役社⻑︓佐藤 俊和）は、⼤阪国際空港（伊丹
空港）のHPにて、空港までと空港から先のルート検索がより便利になる
『ITAMI ACCESSMOOTHIE(イタミ アクセススムージー)』の運⽤を本⽇より開始することを
お知らせいたします。

関⻄エアポート株式会社ならびにジョルダン株式会社は、これからも⼤阪国際空港をご利⽤さ
れるお客様に対し、必要とされる情報をわかりやすく発信し、「ITAMI ACCESSMOOTHIE」の
サービス向上をめざしてまいります。

【ITAMI ACCESSMOOTHIEとは】
⼤阪国際空港のお客様に対し、「出発地から⼤阪国際空港まで」、「⼤阪国際空港から最終⽬的
地まで」の経路情報（鉄道・バス・タクシーなど）や時刻表をご案内いたします。
本サービスはジョルダン株式会社が提供する検索サービス「乗換案内Visit」を活⽤し、サービス
提供しています。

⼤阪国際空港アクセス検索ツール
「ITAMI ACCESSMOOTHIE」のサービスを6⽉29⽇より開始

〜ベビーカーや⾞いす利⽤者向けのルート検索も可能に〜

関⻄エアポート株式会社
ジョルダン株式会社
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■サービスの概要
〇 URL（⽇本語）: https://visit.jorudan.co.jp/itami/
〇 環境︓パソコンサイト、スマートフォンサイト
〇 対応⾔語︓⽇本語、英語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、韓国語

■サービスのイメージ
<パソコン画⾯> <スマートフォン画⾯>

■サービスの特徴
関⻄エリアの絵地図から、⽬的地までのルート・所要時間・⾦額を確認することができる「Helpful 
Map」表⽰機能を搭載し、直感的に必要な情報を取得できます。また、ベビーカーや⾞いす利⽤者
向けのルート検索にも対応しており、その他、⼤阪国際空港ならではの機能として、空港から周辺
の撮影スポットへのアクセスルートが検索できる機能も搭載しています。



【ITAMI ACCESSMOOTHIEご利⽤フロー（イメージ）】
<アクセスルート検索>

⽬的を選択 ホテル等をリストから選択 経路を表⽰

移動オプションとして⾞
いす利⽤者やベビー
カー、⼿荷物多めの⽅
のルート検索も可能

タクシー料⾦の検索も
可能

空港周辺の撮影スポッ
トも検索可能

※記載された製品の仕様、サービス内容、問合せ先などについては、発表⽇現在のものであり、予告なしに変更されることがあります。
※記載されている会社名、製品名および名称は各社の登録商標または商標です。

◆ 本プレスリリースに関するお問い合わせ先 ◆
関⻄エアポート株式会社／企画・管理部 コーポレート・コミュニケーションズ Tel︓072-455-2201
ジョルダン株式会社 ／法⼈本部 法⼈営業部 結川、⼩川、清野 Tel︓03-5369-4052

※ジョルダン㈱報道関係からのお問い合わせ先
ジョルダン 広報担当 ／㈱ＶＡインターナショナル ／⽥中／⻄岡

Tel︓03-3499-0016 FAX︓03-3499-0017 E-mail︓vai@va-intl.co.jp

<Helpful Map>

駅やバス停をクリック 所要時間・運賃表⽰

緯度経度を付与した絵地図（鉄道マップ・バス
マップ）は現在位置表⽰も可能

任意の地点をクリック タクシー料⾦を表⽰

⾃動⾞利⽤者の為に、地図上の任意の地点をクリッ
クすると時間や距離、タクシー料⾦を表⽰



June 29, 2020

Kansai Airports (Head office: Izumisano City, Osaka, Representative Director & CEO: 
Yoshiyuki Yamaya) and Jorudan Co., Ltd. (Head office: Shinjuku-ku, Tokyo, President & 
CEO: Toshikazu Sato) announced today that: “ITAMI ACCESSMOOTHIE”, an online 
routing service, is now available on the website of Osaka International Airport (Itami
Airport), which will make it easier to search routes to and from the airport.
Kansai Airports and Jorudan will continue to enhance “ITAMI ACCESSMOOTHIE” in an 

easy-to-understand manner so that necessary information is provided to customers 
who choose to use Osaka International Airport.

【What is ITAMI ACCESSMOOTHIE】
For Osaka International Airport customers, we will provide route information (railways, 
buses, taxis, etc.) and timetables about “from your departure to Osaka International Airport” 
and “from Osaka International Airport to your destination”.
The service provided by us is using Jorudanʼs transit planner Norikae Annai Visit.

Route Search Tool "ITAMI ACCESSMOOTHIE" 
available from June 29

〜Route search for strollers and wheelchair users is also possible〜

Kansai Airport Co., Ltd.
Jorudan Co., Ltd. 
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■Service Overview 
〇 URL（English）: https://visit.jorudan.co.jp/itami/Access?lng=1
〇 Environment: PC, Smartphone
〇 Supported languages: Japanese, English, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Korean

■Service Image
< PC Screen> <Smartphone Screen>

■Service Feature
From the Kansai area pictorial map, equipped with the Helpful Map function that allows for 
checking the route, time and fare, with which you can intuitively get information you need.
It also supports route searches for strollers and wheelchair users, and it also equipped with 
a function that allows you to search routes from the airport to nearby shooting spots, 
which is an unique function for Osaka International Airport.



【ITAMI ACCESSMOOTHIE usage flow (image) 】
< Access Route Search>

Select your destination Select hotel from the list Show the route

As an option, you can 
search the route for 
wheelchair users, 
strollers, and people 
with a lot of baggage.

You can also search 
for taxi fares

You can also search 
for shooting spots 
around the airport

*The service specifications, contents, and contact information are subject to change. 
*All company names and product names are trademarks or registered trademarks of each company.

◆ Contact Information ◆
Kansai Airports: Tel: +81-72-455-2201 (Corporate Communications, Planning & Administration) 
Jorudan: Tel: +81-3-5369-4052 (Yuikawa/Ogawa/Kiyono, Corporate Sales Dept)
*Contact for Jorudan Media Relations 
Tel︓+81-3-3499-0016 FAX︓+81-3-3499-0017 E-mail︓vai@va-intl.co.jp
(Tanaka/Nishioka, Jorudan Public Relations, VA International Corporation) 

<Helpful Map>

Click station or bus stop Time & Fares

It also can display the current position of 
pictorial maps (railway maps /bus maps) with 
latitude and longitude.

Click any point Show taxi fare

For car users, click any point on the map to display 
time, distance and taxi fare
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