
「お客さまの声」を形にしました 

平成２８年１２月１３日 
東京国際空港ターミナル株式会社 



 

 私たちは 

「もっと便利に もっとやさしく もっとステキなＨＡＮＥＤＡへ」 
を合言葉に、お客さまからお寄せいただきました貴重なご意見、ご要望を 

基に日々サービスの向上・改善に取り組んでいます。 

 

 ここでは、 

これまでに頂いたお客さまの声を形にした改善例の一部をご紹介いたします。 

 

 お客さまに『また利用したい』と思っていただける旅客ターミナルビルをめざし、 

さらなるサービス向上に努めてまいります。  

 

 
  

 



■2階のバス切符売り場に自動販売機も置いてほしいです。乗り場まで下りて買えばいいの
ですが乗り場周辺には座って待つ場所が少ないです。（日本・男性） 
■リムジンバスの券売機を増設してほしい。2階のバスチケットの発券カウンターの行列が、
外国人旅客が増えているからでしょうか、長くなっている気がします。（日本・男性） 

お客さまの声 

到着ロビーにバス乗車券自動券売機を設置してほしい 

バス乗り場設置の自動券売機に加え、到着ロビーにもバス乗車券の自動券売機
を4台設置し、お客さま利便性を高めました。（平成28年4月～） 

＜2F 到着フロア＞ 

バス自動券売機 

バス券カウンター 

平成28年11月現在 



お客さまの声 

起動していないエスカレーター等の自動音声案内を 
工夫し、夜間もくつろげるようにしてほしい 

バリアフリーの観点から、館内のエスカレーターと動く歩道にて音声案内を常時実
施しておりましたが、音声案内を人感センサー式へ変更し、夜間滞在されるお客
様の快適性を高めました。（平成28年5月～） 
 
 

平成28年11月現在 

■エスカレーターの音声案内を、エスカレーターが起動してる時だけ、もしくはもう少し間隔
を開けるなどして頂きたいです。（日本・男性） 
■出国場の自動歩行道路の警告案内が静かな時間もずっと出ています。使用時にだけ出
るようにするのがいいと思う。（韓国） 
■The escalators keep talking all through the night even when they are not used.  This 
makes it difficult to relax at the airport overnight. （イギリス・男性） 



■無料シャトルバスの電光表示板が「FREE 国際線行き」という表示のみでしたので外国人の
方が困っておられました。日本語と英語表記を交互に表示して下さい。（日本・男性） 
■The shuttle bus which connects international terminal must be clearly identified and written 
the route clearly in English. （シンガポール・男性） 

お客さまの声 

無料連絡バスの案内表示がわかりにくい 

無料連絡バスの電光掲示板部分を日本語と英語の案内表示が交互に切り替わる
よう改修し、わかりやすい表示に変更しました。（平成28年8月～） 

平成28年11月現在 

＜後面＞ 
日本語・英語を交互に表示 

 

＜側面＞ ＜前面＞ 
日本語・英語を交互に表示 

＜スクロール＞ 

This is a Free Shuttle Bus among  
the International Terminal and  
the DomesticTerminal2&1. 



■車イスのサイズが大きすぎたり、小さかったり使いにくい。（日本・女性） 
■車イスの量を増やしてほしい。（日本） 

お客さまの声 

車いすのサイズ・台数を増やして欲しい 

多様なお客様のニーズにお応えするため、通常より座面が広い折り畳み式 
車いすを36台導入しました。現在は以下5種類の車いすをご利用いただけます。
（平成28年8月～） 

平成28年11月現在 

1.アイルチェア  
  車いすの乗り換え不要、航空機のお座席まで 
  ご利用頂ける車いすです。  
 
2. 折りたたみ式車いす①  
  座面 400ｍｍの通常タイプの車いすです。 
 
3.【NEW】折りたたみ式車いす②  
  座面が 480ｍｍでゆったりとご利用頂けます。 
 
4. 大型車いす  
  体格の大きい方でも安心してご利用頂けます。  
 
5.リクライニング車いす  
  長時間座位を保てない場合に安心の 
  リクライニング式です。 
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給湯器を設置してほしい 

■フードコートに設置している給湯器（無料）に加え、新たに6箇所設置しました。 
現在は以下7箇所でご利用いただけます。（平成28年8月～） 
 
  

 ＜一般エリア＞ 
 ①2階到着ロビー TIATシャワールーム横お手洗い付近 
 ②3階出発ロビー 南側（チェックインカウンターB・C側）お手洗い付近      
 ③3階出発ロビー 北側（チェックインカウンターH・I側）お手洗い付近 
 
 ＜出国エリア＞ 
 ④フードコート「TOKYO SKY KITCHEN」 ※平成27年12月に設置済み 
 ⑤搭乗口108番付近（Japanese Bistro うららかの横） 
 ⑥搭乗口113番付近（保険自動販売機の横） 
 ⑦搭乗口146番近くのお手洗い付近 
                              （平成28年11月現在） 

■給湯所(給湯器)があると良いと思います。中国、台湾の方は、お茶を飲むのでマイボトルに
入れる為のお湯がないと困ります。（日本・女性） 
■お湯をもらえるところが少ない。（中国・女性） 
■Passengers are not able to get enough drinking hot water. （インド・男性） 

お客さまの声 

平成28年11月現在 

このマークが目印です。 



平成28年11月現在 

航空機で到着後、国内線乗り継ぎ動線や 
地上交通機関へのアクセス方法がわかりにくい 

航空機で到着したお客さまに対し、地上交通機関へのアクセスや国内線乗り継ぎ動
線の案内を強化するため、税関構内の全ての手荷物返却台上部に案内モニター13
台を設置し、お客さまの利便性向上に努めました。（平成28年8月～） 

■国際線から乗りかえて来ましたが、無料連絡バスのバス停までの表示（流れ）がわかりにく
い。（日本・女性） 

■入国手続き完了後、国内線乗り継ぎカウンターへの誘導がわかりにくいので改善してほしい
です。（日本・男性） 
■バス乗り場、タクシー乗り場がわかりにくい。（日本・女性） 

お客さまの声 

到着ロビーからの地上交通機関のアクセス方法のほか、国内線行き無料連絡バス乗り場や国内線乗継カウンター、
ターミナル併設のホテルや商業施設のご案内を行っています。 



乗継旅客用の液体物専用袋を導入してほしい 

■出国エリアの一部免税店でSTEBs（※）を導入し、乗り継ぎ旅客が100mlを超える液体物を購
入できるよう努めました。 
（※） STEBs（Security Tamper Evident Bags/不正開封防止袋） 液体物に対して不正干渉を防止するため、国際的にルール化された特殊な袋。 
【注意】STEBs の通過を承認していない国があり、STEBs に封入しても乗継検査場を通過できない 場合もございます。また、現地の保安検査
官の判断が優先されることをご了承ください。 空港外または空港の一般エリアでご購入いただきました液体物につきましては、従来通り量 
的制限の対象となりますので、航空会社へ受託手荷物としてお預け頂く必要がございます。  

■酒類の免税品を買う際、国外乗継用にシールされた袋を採用してほしい。（日本・男性） 
■羽田空港で購入した日本酒が乗継空港で没収されているのを見かけました。液体物は透
明の袋に品物とレシートを見えるように入れてシールしてください。（日本・女性） 
■It would be good if items purchased via duty free were sealed for connecting flights. 
（イギリス・女性） 

お客さまの声 

STEBs 
対象店舗一覧(17店舗/2016年3月時点） 

TIAT DUTY FREE PICK UP

  TIAT DUTY FREE SHOP NORTH

  TIAT DUTY FREE SHOP SOUTH

TOKYO SOUVENIR SHOP SOUTH

TOKYO SOUVENIR SHOP NORTH

COSMETICS  BOUTIQUE NORTH

Montblanc

店舗名

　TIAT DUTY FREE SHOP CENTRAL

COSMETICS  BOUTIQUE SOUTH

BVLGARI

HERMES

CARTIER

Salvatore Ferragamo

OMEGA

BOTTEGA VENETA

Chloe

Victria's Secret



充電コンセントを使いやすくしてほしい 

■増設要望の多い出国エリアにおいて、ロビーチェアの間に、座りながら充電できるポール型
充電コンセント（1ポールにAタイプコンセント2口、USBタイプコンセント 4口）を198箇所設置しま
した。また、搭乗口147番側にカウンタータイプの電源コンセント(12口)を増設しました。 

■携帯のチャージをするのにベンチなどを備え付けて欲しいです。スマホを充電するのにス
マホを置いたまま離れるのは不安です。（日本） 
■充電コーナーが少ない。電源コンセントのUSB差し込み口を増やして欲しい。（中国・女性） 
■ Add power plugs/strips/charging stations near the gates.（アメリカ・女性） 

お客さまの声 

ポール型充電コンセント 

カウンタータイプの電源コンセント増設 



展望デッキに設置している就航航空会社一覧を 
分かりやすくしてほしい 

■展望デッキの看板（各航空会社の尾翼一覧）に航空会社名だけでなく国名も表示してほし
い。（日本・女性） 

■展望デッキの就航航空会社の表示（ロゴ）が最新ではなかったのでアップデートして下さる
と子供もよろこびます。（日本・男性） 

お客さまの声 

■展望デッキの尾翼サインをデジタルサイネージに変更し、各航空会社の本拠地等も掲載し
ました。また、より多くの方に楽しんでいただけるよう、展望デッキからご覧いただける東京ス
カイツリー等のランドマークの解説、空港内で働いている様々な専門車両、施設の紹介を追
加しました。 



手荷物の重量計を設置してほしい 

■3階出発ロビー南北に重量計を設置しました。 
こちらの重量計の計測結果は、目安としてご利用ください。 
なお、航空会社等にお預けになる際の正確な重さは、ご利用いただく航空会社等にてご確認ください。 

■チェックインカウンター周辺にスーツケースの重さを量る場所があると便利です。（日本・男性） 
■事前に手荷物重量を量れるところがあるとチェックインがよりスムーズに行えると思う。（日本・
男性） 
■Please provide weighting scale so customers can check the weight of their baggage before 
checking in.（スイス・女性） 

お客さまの声 

＜北側＞ ＜南側＞ 



■乗継ぎを含め長時間滞在される方への快適性向上のため、出国エリア内にリラックスチェ
ア(充電コンセント付)17脚を新設しました。 

■リクライニング椅子のように仮眠可能な椅子を置いていただくことは出来ないのでしょう
か？（日本・女性） 
■24時間空港なのだから寛げるスペースをもっとつくるべきである。（日本・男性） 
■Should have a place for passengers with long transit hours to sleep in. （インドネシア・女性） 

お客さまの声 

出国エリアに仮眠できる椅子がほしい 

充電コンセント 



出国エリアに案内所がない 

 ■中央出国審査場前・北側出国審査場前に案内カウンターを設置いたしました。今後
も当ターミナルを快適にご利用いただけるよう、お客様の旅をサポートして参ります。 
 
 

■出国審査場の外にインフォメーションセンターを置いてほしい。（日本・男性） 
■出国エリアに案内所があったらいいですね。（韓国・女性） 
■It was inconvenient for me because there was no information around here.  
 （シンガポール・女性） 

お客さまの声 

北側出国審査場前（7時～24時） 

中央出国審査場前（24時間） 



手荷物の梱包サービスがほしい 

■手荷物をストレッチフィルムで巻く有料梱包サービスを、３階手荷物一時預かり所で 
開始しました。http://www.haneda-airport.jp/inter/premises/service/delivery.html#wrap 

■羽田空港にはまだラッピングサービスはありませんが、紙の箱を持っている旅客にとって
はとても不便です。（中国・旅客） 
■投げられたりして傷だらけになってしまうので、スーツケースを保護するテープを巻くため
の機械を設置してほしいです。（日本・女性） 
■I just wish that you can provide luggage wrapping service. （マレーシア・女性） 

お客さまの声 

３階手荷物一時預かり所 
有料梱包サービスを開始しました 



館内設置のフロアガイドを事前に見たい 

 ■フロアガイドをターミナルホームページ上で電子ブックにしました。見る大きさも自由自在、
印刷も可能で、お客様へのご案内、利便性が向上しました。 
 
 

■フロアガイドが事前に手にはいると、当日迷わず安心して行けるし、空港を楽しめると思い
ます。（日本・男性・出発） 
■ I would like to have Haneda International Airport Shopping Guide by mail （カナダ・男性） 

お客さまの声 

http://www.haneda-airport.jp/inter/map/floorguide/index.html  

電子ブックのフロアガイド 

http://www.haneda-airport.jp/inter/map/floorguide/index.html
http://www.haneda-airport.jp/inter/map/floorguide/index.html
http://www.haneda-airport.jp/inter/map/floorguide/index.html


募金箱を増やしてほしい 

 ■各階の案内カウンターおよび、出国エリアのフードコート付近に募金箱を設置しました。 

■Provide a charity box for donation coin(yen) .We are not able to exchange in Canada.  
 (カナダ・旅客) 
■It would be nice to have a charity donation box to give the loose change we keep in our 
wallets before going back abroad （フランス・男性） 
■出国後のレストランエリア近くに募金箱の設置を要望します。（日本・旅客） 

お客さまの声 

案内カウンターにある募金箱 

◇その他、館内には下記の場所に募金箱がありま

す。 

一般エリア：・３階出発ロビー三井住友銀行両替所 

                  ・１階ロビーのローソン店内 

出国エリア：・中央出国審査場を出た右手、 

         北出国審査場を出た正面 

        ・SBJ銀行両替所 

        ・フードコート『TOKYO SKY KITCHEN』 

         入口運航便表示板付近 

        ・２階到着 入国審査を出た正面の 

         手荷物ターンテーブル付近 

※その他店舗内で設置している募金箱 

  （詳細は案内カウンターにお尋ねください） 

出国エリアの募金箱 



祈祷室を増設してほしい 

■３階出発ロビーの祈祷室を２か所に増設し、様々なお客様の要望に対応できるよう改善し
ました。室内には礼拝前に身体を清めるための清浄施設を設置しています。 
 

■It's better if a little space is provided for certain worshippers to perform their ritual needs. 
Like in Heathrow, there is multi-faith area. （マレーシア・男性） 
■Please kindly prepare a praying room for all religions to use. Thank you. May God bless you.
（マレーシア・旅客） 
■ツアー等、団体利用の可能性もあるから、祈祷室をもっと広くしてほしい。（日本・男性） 

お客さまの声 

祈祷室入口 祈祷室内 



ターミナルホームページを改善してほしい 

■当社のターミナルサイトをリニューアルし、全体的に 
より見やすく、分りやすい工夫をしました。 
 
・フライト情報検索の操作性を改善 
・iPhone 、iPadでも利用可能なフロアマップ 
・アクセス路線検索『TIAT ROUTE MASTER』の運用開始 
・フロアガイドの電子ブック化  
 
 
   http://www.haneda-airport.jp/inter/ 

■サイトで公開している情報がわかりづらい。不足している。それぞれのサービスについて、
具体的な内容を記載してほしい。（日本・男性） 

■ホームページのフライト一覧は、館内にあるフライトインフォメーションボードのように共同
運航と一緒に見やすく掲載すべきである。（日本・男性） 

■羽田空港国際線ターミナルホームページには、出発便のチェックインカウンターの表示が
ないので大変不便である。（日本・男性） 

お客さまの声 

羽田空港国際線旅客ターミナルサイト 



無線LANがつながりにくい 

 

■電波が弱いと思われるエリアに適宜アンテナを増設し、
アクセスしやすい電波環境を整えています。 
 
■無線LANアクセスポイントの機器を更新し、移動しなが

らの通信が可能になると共に電波の出力自動調整機能
等により電波環境を改善しました。 
 
■到着手荷物受取りの税関管理区域でも無線LANが利用
できるように、アンテナを設置し、到着旅客の利便性を 
高めました。 

■ターミナル内の無線ＬＡＮの電波が不安定で接続できない。改善するよう求めます。 

 （台湾・男性） 
■ターミナル内のＷｉｆｉの接続状況が悪いです。旅客の要望に応えられていないと思う。もっと
接続状況を改善してください。（中国・女性） 
■Please fix the "free" wi-fi. It doesn't work anywhere, and makes arrival in particular very 
difficult for foreign tourists who are trying to contact local friends.(Australia Gentleman) 

お客さまの声 

館内のHANEDA-FREE-WIFI 表示 



搭乗まで利用できる子供の遊び場が欲しい 

 
■搭乗前にご利用いただけるキッズ 
コーナーを、フードコートと搭乗口１４６番 
付近に追加設置し、お子様連れのお客様 
の快適性を高めました。（出国エリアの 
キッズコーナーは、現在１０６番・１４６番 
搭乗口付近の２か所あります。） 

■Very less facility of children at the airport.(India Boy) 

■１０ヶ月の子どもがいるのですが、搭乗前に遊べるスペースがあるとうれしいです。 
    (日本・旅客) 
■I wish there was a play ground for my son.（France, Lady） 

お客さまの声 

搭乗口１４６番付近のキッズコーナー 



■展望デッキの突き出し部分に床を３０ｃｍ高くしたスロープ付きウッドデッキを設置し、 
お子様や車椅子ご利用の方にも景色が楽しめるよう改善しました。 

展望デッキの手すり壁が高くて景色が見えない 

■ 展望デッキを車いす利用者でも低い角度から飛行機が自由に見えるようにしてほしい。（女
性・台湾） 
■車いす(低床)で展望に行きました。座ったままだと滑走路が見えません。スロープ式の山の
ような場所がほしいです。(女性・日本) 

お客さまの声 

展望ﾃﾞｯｷ 
スロープ付きウッドデッキを増設 



証明写真撮影機を設置してほしい 

■２階到着ロビーに証明写真撮影機を設置しました。
（詳しい設置場所は案内カウンターでお尋ねください） 
 

■国際線ターミナル内で証明写真を取れないことは大変不便だ。片道１０分かかる場所まで
の移動は難しく、国際線ターミナル内にも設置すべきである。（日本・男性） 
■スピード写真機を設置して欲しい。到着地のVISAの為に必要。国内線より国際線に必要だ

と思う。（旅客） 

お客さまの声 

証明写真機 



到着階で携帯電話を返却したい 

  ■到着ロビーに通信機器レンタルショップを新設し、到着旅客のレンタル品返却及び貸出の 
利便性を高めました。 

■帰国後海外用携帯電話を返却したが、２階に到着したのに３階へ行くのは不便でした。２
階で返却したい。 （日本・男性） 

■到着階に着いてすぐに電車で帰りたいが、レンタルした携帯の返却場所は３階なので少し
面倒だと思う。（日本・男性） 

お客さまの声 

http://www.haneda-airport.jp/inter/premises/service/internet.html#mobilePhone 

到着階の携帯レンタルショップ 



深夜営業で店内に電源コンセントのある飲食店 
がほしい 

  ■ ２４時間営業のファストフード、カフェ店を一般エリアに新設し、4階おこのみ横丁飲食店
付近に飲食スペースを増設しました。また、一般エリアにある飲食店MOS CAFÉ、羽田食堂、
Pistaの店内と、出国エリアでは114番搭乗口付近のフードコート内とVerre Tokyoの店内に電
源コンセントを設置し、お客様の利便性を高めました。 

■深夜までの便があるのにお店の閉まるのが早い！！もう少し…せめてカフェぐらい開けて
ください。（日本・女性） 
■レストラン内にPC用の電源コンセントはないと案内された。打ち合わせ用に、レストラン内

にも設置してほしい。（日本・男性） 

お客さまの声 

増設飲食スペース 
出国エリアフードコート内設置の電源コンセント 



ハラルフードを提供してほしい 

■ ２階到着ロビーの Pistaではポークやアルコールを使用しないメニューを提供しています。

（ハラル認証のキッチンではありません）。また出国エリアのフードコートにある「ドンピエー
ル・ジェット」（カレー専門店）ではハラル認証※のカレーメニューをそろえています。 

                                    ※日本イスラーム文化センターによるフレンドリーハラール認証 

■ How about having Muslim certified(Halal)food in the airport. Muslim tourists will certainly 
appreciate it.(Gentleman, Singapore) 
I suggested to Haneda Airport International Terminal provide one restaurant for Muslim. It 
means such as Halal Restaurant. It will good for Muslim(foreigner). I think it will more user 
friendly especially for Muslim. Thank you.(Gentleman, Malaysia) 

■ハラルフードのレストランお願いします。出入国審査を過ぎたあともハラルフードレストラン
があるとよいです。（日本） 

お客さまの声 

２階到着ロビーにあるPista 出国エリアフードコート内のドンピエール・ジェット 



トイレ使用方法がわかりづらい 

  ■トイレの使用方法が外国人のお客さまに分りづらいのではないかとのご意見が従来より
あったことから、館内トイレの全個室に４カ国語で使用方法の案内表示を掲示しました。 

■トイレの使用注意が日本語しかない。国際線なので英語、中国語、韓国語が必要だ。 

  （日本） 
■国際的なお客様が来られる場所には最近はトイレットペーパーを水に流すような説明が結
構見られます。改善してはいかがでしょうか。（日本・男性） 

お客さまの声 

使用方法案内表示 



「はねだ日本橋」の説明案内がほしい 

  ■はねだ日本橋と江戸図屏風を日本語と英語で紹介した案内パンフレットを配備し、展示
内容がより分かりやすくなるように工夫しました。 

■日本橋のたもとにある日本橋の縮小の説明文が日本語だけだったので英語表記があると
よいと思う。（見学） 
■はねだ日本橋にある屏風絵は外国の方にもわかるように説明を付けて欲しい。17世紀の

江戸の魅力をもっと知ってもらいたい。例えば江戸城に入ってゆく朝鮮通信使の人々等も描
かれています。 （日本・男性） 

お客さまの声 

「はねだ日本橋」 
「はねだ日本橋」を英語で紹介したパンフレット 



中央の保安検査場が混雑している 

  ■新設した北側出発保安検査場の利用を促進するため、保安検査場が中央と北に2か所

あることを示した案内マップを保安検査場前に掲示するとともに、混雑時は館内放送も実施
しています。 

■国際線ターミナルを拡張してから、保安検査場が混みます。保安検査場も拡張すべきで
は？時間にゆとりを持ちたいので、保安検査場が混んでいて早めに行っても意味がありませ
ん。（日本・男性） 

■出国ゲートが大変混雑しています。発着便が増えましたが、それに合わせて出国ゲートも
増やしてくださったのでしょうか？(日本・女性） 

お客さまの声 

案内マップ 

北側保安検査場に増設した入口表示 



レストラン、ショップを２４時間営業にしてほしい 

■２４時間の店を増やしてほしい。（日本） 
■２４時間営業の店舗を増やしてほしい。そうでないととても不便。（中国） 

お客さまの声 

エリア 場所 店名 ジャンル 

一般エリア 

１階 Air LAWSON 国際線ターミナル店 コンビニエンスストア 

２階 CAFÉ & DINER Pista 軽食・カフェ 

４階 カフェカーディナル カフェ 

４階 日本の味 Suginoko すぎのこ 居酒屋 

４階 吉野家 牛丼 

４階 MOS CAFE ハンバーガー 

４階 和CAFETERIA DINNING24 羽田食堂 和食 

出国エリア 

３階 BEER CLUB Verre Tokyo ビア・バー 

３階 TIAT DUTY FREE SHOP CENTRAL 免税店 

３階 Japanese Bistro うららか 和食 

３階 ALL DAY AIR DINING TOKYO SKY KITCHEN ※フードコート（店舗構成は以下※の8店） 

 ※TRUE SOUP            （スープ専門店） 

 ※ドンピエールジェット  （欧風カレー専門店） 

 ※バーレイジ        （カフェ＆バー） 

 ※魚がし日本一      （カジュアル寿司専門店） 

 ※POUND-YA        （ステーキ）  

 ※甚六 Anti         （鉄板焼き・お好み焼き専門店） 

 ※夢吟坊          （うどん専門店） 

 ※六厘舎          （ラーメン専門店） 

現在、次の店舗が２４時間営業をいたしております。 (平成２７年１０月現在） 

フードコート 



店舗の営業時間を延長してほしい 

 ■いただいているお客さまの声にお応えすべく努めており、レストラン、ショップの営業時間を順次延長しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   （以上平成27年10月現在） 

 
その他、各店舗の営業時間は館内に備え付けのフロアガイドもしくはターミナルホームページの店舗情報をご参照ください。 
  http://www.haneda-airport.jp/inter/ 

■もっと遅くまで営業しているお店を増やしてほしい。（日本・男性） 
■Would like stores to close later at night for those with night flights.（アメリカ・女性） 

お客さまの声 

店名 延長時間 営業時間 

麺匠の心つくし つるとんたん（うどん） ３時間 ６：００～２４：００ 

銀座 おぐ羅（おでん･だし茶漬け） ２時間３０分 ６：００～２４：３０ 

せたが屋(ラーメン) ２時間３０分 ５：００～２４：００ 

まかないこすめ(ショップ) １時間 ７：００～２２：００ 

EDO食賓館(名産店） 1時間  ７：００～２２：００ 

蕎麦前処 二尺五寸（焼鳥・そば） ３０分 １０：００～２３：００ 

ありそ鮨し(廻転寿司） １時間 ７：００～２３：００ 

和豚 かつ仙（とんかつ） ３０分 １０：００～２３：００ 

PORT-SIDE KITCHEN by グリル満天星麻布十番(洋食) ３０分 １０：００～２３：００ 

たか福(すき焼き) １時間 １０：００～２３：３０ 

エッセ ドゥエ イル ビナーリオ(イタリアン) ３０分 ８：００～２３：００ 

PLANETARIUM Starry Café(プラネタリウムカフェ） ３０分 ７：３０～２３：００ 

http://www.haneda-airport.jp/inter/
http://www.haneda-airport.jp/inter/
http://www.haneda-airport.jp/inter/


出国エリアに自動販売機を設置してほしい 

出国エリア内に飲み物の自動販売機を増設し、 
出国エリアの設置場所は以下の１２カ所になりました。 
 
    ①搭乗口 １０８番付近 
  ②搭乗口 １０９番付近 
  ③搭乗口 １１０番付近 
  ④搭乗口 １１３番付近 
  ⑤搭乗口 １３１番付近 
  ⑥本館・サテライト接続エリア付近 
  ⑦搭乗口 １４１番付近 
  ⑧搭乗口 １４２番付近 
  ⑨搭乗口 １４３番付近 
  ⑩搭乗口 １４４番付近 
  ⑪搭乗口 １４７番付近 
  ⑫搭乗口 １４８番付近   
                （平成２７年１０月末現在） 

■飲料が少ないので、自販機を設置してほしい（日本・旅客） 

■飲料自動販売機がない。もしくは見当たらない。セキュリティーチェックで飲料が持ち込めない
ので、先ず必要な水とお茶が手に入れられないのは不便。温冷兼備の日本の自販機は誇るべ
き日本の資産なのに（中略）残念。（日本・旅客） 

お客さまの声 

自動販売機 



フロアガイドの内容を充実してほしい 

  ■館内に設置しているフロアガイドを改訂しました。従来の日本語、英語、韓国語、中国語

簡体字に加えて、中国語繁体字を追加しました。これまでお客様から要望の多かった電源コ
ンセントや募金箱の設置場所を追加したり、無料無線LANが利用できる旨を毎ページに分か
りやすく記載するなど全体的に内容の充実を図りました。 

■繁体字のフロアガイドも用意してください。そうすれば台湾や香港の旅客にとって便利です。
（旅客） 
■パンフレット（サービスガイドの館内図）が分かりにくい。（日本・男性） 

お客さまの声 

各言語のフロアガイドと掲載案内マップ 



駐車スペースを増やしてほしい 

 
■空港利用者用駐車場増床工事により上部２階層（８階～９階）を拡張し、運用を開始 
しました。（平成２６年３月３０日） 

■満車で停められませんでした。駐車場を広くしてください。（日本・男性） 
■国際線駐車場をもっと多くして下さい。（日本・女性） 

お客さまの声 

羽田空港 国際線旅客ターミナル駐車場 



出国エリアにATMがない 

■これまで一般エリアにしかなかったATMを出国エリアにも設置しました。 
営業時間等詳細はこちらのURLをご参照ください。 
 
http://www.haneda-airport.jp/inter/premises/service/bank.html#atm 
 

■出国手続き後にキャッシュディスペンサーがないのは大変不便です。（日本・男性） 
■出国審査の後にATMがなく非常に困った。（日本・男性） 
■It must be advertised that there is no ATM machine after passport control. （スペイン・女性） 

お客さまの声 

出国エリアに新設されたATM 

http://www.haneda-airport.jp/inter/premises/service/bank.html
http://www.haneda-airport.jp/inter/premises/service/bank.html
http://www.haneda-airport.jp/inter/premises/service/bank.html


シャワールームの混雑を解消してほしい 

■混雑緩和の為、「リフレッシュルーム」を閉鎖し、シャワー室を拡充した「シャワールーム」 
（１５室）を２階到着ロビーに新設しました。                                     
http://www.haneda-airport.jp/inter/premises/service/relaxation.html#shower 
  

■利用しようとしたところ、2時間待ちで利用できませんでした。（日本・男性） 
■リフレッシュルームのシャワーをもっと増やしてほしい。（日本・女性） 

お客さまの声 

シャワールーム受付 

シャワールーム室内 

タオル、シャンプー、リンス、ボディーソープ、ドライヤーを
各室内に備えてあります。 

http://www.haneda-airport.jp/inter/premises/service/relaxation.html
http://www.haneda-airport.jp/inter/premises/service/relaxation.html
http://www.haneda-airport.jp/inter/premises/service/relaxation.html


平成２４年１２月から、 

４階 広小路と５階 展望デッキへの北側出入り

口横の２ヶ所にも日本語、英語、中国語、韓国

語の４ヶ国語の「フロアガイド」を配備しました。 

案内パンフレットの設置場所を増やしてほしい 

■5階にも館内の案内パンフレットをおいて下さい。（日本） 
 
■フロアガイドの小冊子を色々な所に設置して欲しいです。（日本・女性） 

お客さまの声 

増配備したフロアガイド 



無線LANの操作手順がわかりづらい 

■館内で利用できる無料無線LANの接続手順を分かりやすく記載した「FREE Wi-Fi GUIDE」を
作成し、館内に配備しました。 
http://www.haneda-airport.jp/inter/premises/service/internet.html#lan 
 

■羽田Free Wi-Fiの利用法をPRしてくれれば良いのにと思います。（韓国・女性） 
■The internet service is good.  But they should have the information available for the visitor 
regarding how to use the provider. （バングラデシュ・男性） 

お客さまの声 

接続手順が詳しく記載されたFREE WIFI GUIDE 
FREE Wi-Fi GUIDEはフロアガイドのラックご用意しています 

http://www.haneda-airport.jp/inter/premises/service/internet.html
http://www.haneda-airport.jp/inter/premises/service/internet.html
http://www.haneda-airport.jp/inter/premises/service/internet.html


■I wish there was free Wi-Fi  at least in the departure zone.  (アメリカ・男性) 
■世界の空港でＷＩＦＩが使えないのはとても不便である(日本・男性) 
■Hope you can provide free wireless internet.(台湾・男性) 

無料・無線ＬＡＮサービスを提供してほしい 

 
 
 
 
 
 
国際線旅客ターミナル館内全体で無線ＬＡＮサービスを 
無料で受けていただける環境を整えました 
（２０１０年１２月２３日より）。 
 
 
 
ご利用方法等については下記のサイトをご参照ください。 
 
http://www.haneda-airport.jp/inter/premises/service/internet.html#lan 
 
 
 
 
 
 

 

お客さまの声 

パソコンデスクの電源コンセント 

http://www.haneda-airport.jp/inter/premises/service/internet.html
http://www.haneda-airport.jp/inter/premises/service/internet.html
http://www.haneda-airport.jp/inter/premises/service/internet.html


無線LANの表示がわかりにくい 

無線LANサービスは国際線旅客ターミナル館内全体にて無料でご利用いただけます。 
また、平成２４年１０月より、無線LANのSSIDを国内線ターミナルと統一して 
「HANEDA-FREE-WIFI」と変更し、館内のパソコンコーナーやPCデスク等にも分かりやすく表示しました。 
ご利用方法等については下記のサイトをご参照ください。 

http://www.haneda-airport.jp/inter/premises/service/internet.html#lan 

■Wifi表示わかりにくい（日本） 
■Should have wi-fi access in the airport area. Thank-you.（マレーシア・男性） 

お客さまの声 

電源コンセントも備えたパソコンコーナー（出国エリア） 

http://www.haneda-airport.jp/inter/premises/service/internet.html
http://www.haneda-airport.jp/inter/premises/service/internet.html
http://www.haneda-airport.jp/inter/premises/service/internet.html


フライトインフォメーションが小さく見づらい 

■小さくて見づらいとご意見のあった2階到着ロビーのフライトインフォメーションを 
  9面マルチスクリーンに変更し、わかりやすくしました。 

■到着便の時刻を表示する電光掲示板が小さすぎです。少し遠くからでも見やすくしてほし
い。（日本・男性） 
■ 2F到着ゲート正面中央の表示が小さくて見にくいので、改善してほしい。（日本・男性） 

お客さまの声 

大きく、見やすくなったフライトインフォメーション 以前の到着ロビーのフライトインフォメーション 



■滑走路・飛行機の視認性を高めるために展望デッキの投てき防止フェンスの改修工事を
実施いたしました。 

展望デッキのフェンスが見づらい 

■羽田空港で飛行機の写真撮影を楽しんでいます。展望デッキのフェンスですが、撮影用に
穴が開いてますが、本格的に撮るには不十分な状態です。第１・第２ターミナルのようにフェン
スを細いワイヤーに変更いただけないでしょうか。（日本・男性） 
■デッキが見づらかった。羽田第２の方が飛行機が見やすくてよかった。（日本・男性） 

お客さまの声 

以前の展望デッキのフェンス 

ワイヤータイプのフェンスになり見晴らしがよくなった展望デッキ 



２０１１年１２月５日に出発階３階「BLUE SKY  PREMIUM」店内にポストを設置すると共に、  
切手販売も開始いたしました。 
 
これにより、ターミナル内にあるポストは以下の３か所となりました。 
①１階「Air LAWSON 国際線ターミナル店」店内 
②１階国内線行き 無料連絡バス乗り場（バス停０番）付近 
③出発階３階「BLUE SKY PREMIUM」店内 

 

出発階にポスト、郵便局を設置してほしい 

■出発のお客様から出発階にポストを置いて欲しいとの声が多数あがっています。検討  
よろしくお願いします。できれば郵便局の設置も検討願います。（日本・女性） 

お客さまの声 

出発階３階「BLUE SKY PREMIUM」店内に設置のポスト 
切手も販売しています。 



記念スタンプを設置してほしい 

 
■羽田空港国際線ターミナル来館記念のスタンプを各案内カウンター3ヵ所に設置しました。
3ヵ所それぞれ違ったデザインのスタンプです。 

■国際線にも記念スタンプを置いてほしいです。スタンプを集めるのが楽しみなので 
 あったらうれしいです。 （日本・女性） 
■ Please add stamp for memorial use.（旅客） 
■スタンプコーナーを置いてください！羽田限定のです！（日本・女性） 

お客さまの声 

TIAT PR担当 
Starry(スターリー） 

僕のデザインの 
スタンプもあるよ！ 

 

Ⓒplay set products/TIAT 

オリジナルデザインの記念スタンプ 



駐車場のエレベーター付近が狭い 

駐車場の３階エレベーターホール

前のスペースを広げ、混雑を緩和

するようにいたしました。 

■駐車場のエレベーター前通路が狭すぎて通れない。（日本） 
■駐車場のエレベーター付近が大混雑するのは設計ミスである。（日本） 

お客さまの声 

広くなった駐車場のエレベーターホール 



タクシー、バス乗り場が分かりづらい 

 
 
 
 

■到着出口から見て分かりやすいよう案内板を改良いたしました。エレベーター乗場付近に
は方向別の案内板を、エレベーター内にも階層ごとに分けた案内板を増設して間違えにくい
ご案内となるよう工夫を施しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

↑ 
← エレベーター付近案内表示 エレベーター内案内板 

■国内線の連絡バス乗場の案内がどこにあるのか分かりにくかったです。（日本・男性） 

■２階到着ロビーからリムジンバス乗り場への案内が分かりづらい。１階と説明されたのに
行くとタクシー乗り場しかなく、また２階に行って道をわたらないといけないので時間がもっ
たいない。（日本・男性） 

お客さまの声 



     ■空港が寒いと思う（日本・女性） 
■中が暑過ぎるので暖房は要らない。冷房入れてほしいくらい汗だくになった。（日本・女性） 
■空港内部がとても暑いです。（韓国・男性） 
■ターミナル内が暖かすぎと思います。こまめに調整したほうがいいと思います。（日本・女性） 

空調について 

■ターミナル内の温度管理については複数箇所で温度を測って設定温度を調整したり、 
係員巡回時の体感温度の確認を強化して、空調温度をきめ細やかに調整しております。 
 

寒いとのご意見については、冬季にタクシーレーン（１階）からエスカレーター伝いと、 
モノレール改札口（２階）から直接２階アクセスホールへ冷たい空気が吹き込んでくることが 
分かりました。それを防ぐために、１階のタクシーレーン出入口には 
新たな空調設備を追加しました。また、モノレール改札口については 
東京モノレール株式会社と協議し、同社にて吹き込み対策用の 
自動扉を設置いただきました。 
また暑いとのご意見については特に熱い空気が溜まりやすい 
４、５階については、それぞれエリアを８つに分けて空調を施し、 
快適な環境の維持に努めています。 

モノレール駅改札口に扉を設置 

お客さまの声 



投書用紙に繁体字を追加してほしい 

■ご意見箱の投書用紙に繁体字版を追加し、日本語、英語、繁体字、簡体字、ハングルの 
5種を配備しました。 （繁体字・簡体字は投書用紙の両面に印刷しています） 

■繁体字の投書用紙も必要です！（台湾・男性） 
■繁体字の意見表があるといいですね（旅客） 

お客さまの声 

５種類の投書用紙 



ご意見箱の机が低い・投書用紙が分かりづらい 

■言語別表示を投書用紙の後ろに配備し、離れたところから見ても分かりやすいように 
 しました。 
■ご意見箱の机の高さについては、ユニバーサルデザインの観点から、車椅子ご利用の 
お客さまも考慮して設置いたしました。 
ご指摘を受け、近くに椅子のあるご意見箱には 
クリップボードを配備し、投書机付近の椅子に 
座ってご記入いただけるようにしました。 

■投書用紙が４ヶ国語で区分されているが、手に取ってみないとどの言語表記の投書用紙
かが分らない。誰でも分かるように、投書箱に大きく明確に表記すべきだ。（日本・男性） 

■意見を書くため、机がひくすぎ！書きやすい高さが必要ですネ！（日本） 

お客さまの声 

クリップボードを配備したご意見箱 


