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表記の件について、平成２２年７月３１日に竣工いたします東京国際空港国際
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【 商業施設概要 】 

 

2010 年 10 月 21 日、新たに運用開始となる東京国際線旅客ターミナル内

に、総面積約 10,000 ㎡、総勢 105 店舗のショップ＆レストランが OPEN

します。  

 

 

 

 

 

 

 

出国される前の一般エリアでは、全館 1 階から 5 階まで計 74 店舗が出店いた

します。  

1 階から 3 階にはご旅行されるお客様に便利なトラベルキオスクやモバイルシ

ョップなど機能性の高いショップがお客様をサポートいたします。  

 

4 階、5 階では一つの街を作りあげ、単なる商業空間ではなく、日本の伝統文化、

先進技術の発信地として、空港に来られるお客様をお出迎えします。  

それが「E・DO MARKET PLACE (E.M.P.) 」。  

 

E.M.P.4 階「江戸小路」では昔の東京である江戸の町並みを本格的に再現し、散

策していただくだけで日本の伝統や文化を体感していただけます。  

選りすぐりの名店が軒を連ね、お買い物やお食事など「おもてなし」をご提供し

ます。  

 

E.M.P.5 階「TOKYO POP TOWN」では、現代から未来の東京・日本の文化の

発信拠点。  

今や世界に誇る日本の代表的文化であるアニメやキャラクターのショップ、体感

型の施設などを展開し、お子様から大人、国籍問わず楽しめるユナイテッド エ

ンターテイメントゾーンとして「楽しさ」をご提供します。  

体感型施設の一つとして人気復活のスロットカーレーシングコースを設置し、独

特のスピード感を体感していただけます。親子や仲間どうしでのカーレースも実

現可能です。  

さらに、空港では初めて最新型プラネタリウムを導入し 4000 万個の星空と、

臨場感溢れる高品質な映像と音響で非日常的な異空間を演出します。  

 

４階は江戸"EDO"、5 階は TOKYO "E(Entertainment)-DO"、来場されるお客様

の感性によって呼び名が変わる、それが「E・DO MARKET PLACE」です。  

 

また、5 階には 270 度視界の開けた展望デッキが広がり、眼下の滑走路から飛

び立つ飛行機や、世界のエアラインのカラフルな尾翼を一望できます。デートス

ポットとしても最高のロケーションをご提供いたします。  

 
～ 羽田 Only One  Made In JAPAN ～ 『 』 
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出国後の出発コンコースでは、日本の空港初出店のブランドなどファッション

ブランドブティック 11 店舗をはじめ、DUTY FREE SHOP はもちろんのこ

と、国内空港初の国内ブランドランジェリーショップ、東京ならではスーベニ

アショップ、眺望と美味しいお酒が楽しめるバーや、豊富なメニューを取り揃

えた 24 時間営業のダイニングなど、魅力的な各種専門店 31 店舗が出発まで

のひとときをより豊かなものにいたします。 

もはや空港ではなくひとつの「街」として、お越しいただく全てのお客様に本

物で高品質な魅力あるサービスをご提供いたします。 

 

ぜひご期待ください。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●業態・区画数 

 【一般エリア】  

          飲食店          ２２店舗     １,６７０㎡ 

          物販店          ２６店舗     １,９００㎡ 

          サービス店     ２６店舗     １,３６０㎡ 

 【保安エリア】 

          免税店          ２４店舗     ３,８００㎡   

          飲食店            ４店舗       ４３０㎡ 

          サービス店        ３店舗       ８４０㎡  

 



Tokyo International Air Terminal1

2010 年 10 月 21 日、新たに運用開始となる東京国際線旅客ターミナル

内に、総面積約 10,000 ㎡、総勢 10５店舗のショップ＆レストランが

OPEN します。  

 

 

 

 

 

 

 

出国される前の一般エリアでは、全館 1 階から 5 階まで計 7４店舗が出店いたしま

す。  

1 階から 3 階にはご旅行されるお客様に便利なトラベルキオスクやモバイルショッ

プなど機能性の高いショップがお客様をサポートいたします。  

 

4 階、5 階では一つの街を作りあげ、単なる商業空間ではなく、日本の伝統文化、先

進技術の発信地として、空港に来られるお客様をお出迎えします。  

それが「E・DO MARKET PLACE (E.M.P.) 」。  

 

E.M.P.4 階「江戸小路」では昔の東京である江戸の町並みを本格的に再現し、散策し

ていただくだけで日本の伝統や文化を体感していただけます。  

選りすぐりの名店が軒を連ね、お買い物やお食事など「おもてなし」をご提供します。  

 

E.M.P.5 階「TOKYO POP TOWN」では、現代から未来の東京・日本の文化の発信

拠点。  

今や世界に誇る日本の代表的文化であるアニメやキャラクターのショップ、体感型の

施設などを展開し、お子様から大人、国籍問わず楽しめるユナイテッド エンターテ

イメントゾーンとして「楽しさ」をご提供します。  

体感型施設の一つとして人気復活のスロットカーレーシングコースを設置し、独特の

スピード感を体感していただけます。親子や仲間どうしでのカーレースも実現可能で

す。  

さらに、空港では初めて最新型プラネタリウムを導入し 4000 万個の星空と、臨場

感溢れる高品質な映像と音響で非日常的な異空間を演出します。  

 
～ 羽田 Only One  Made In JAPAN ～ 『 』 

商業施設概要



Tokyo International Air Terminal2

４階は江戸"EDO"、5 階は TOKYO "E(Entertainment)-DO"、来場されるお客様の感性

によって呼び名が変わる、それが「E・DO MARKET PLACE」です。  

 

また、5 階には 270 度視界の開けた展望デッキが広がり、眼下の滑走路から飛び立つ

飛行機や、世界のエアラインのカラフルな尾翼を一望できます。デートスポットとして

も最高のロケーションをご提供いたします。  

 

出国後の出発コンコースでは、日本の空港初出店のブランドなどファッションブラン

ド ブティック 11 店舗をはじめ、DUTY FREE SHOP はもちろんのこと、国内空港

初の国内ブランドランジェリーショップ、東京ならではスーベニアショップ、眺望と

美味しいお酒が楽しめるバーや、豊富なメニューを取り揃えた 24 時間営業のダイニ

ングなど、魅力的な各種専門店 31 店舗が出発までのひとときをより豊かなものにいた

します。 

 

もはや空港ではなくひとつの「街」として、お越しいただく全てのお客様に本物で高品

質な魅力あるサービスをご提供いたします。 

ぜひご期待ください。 

商業施設概要



Zoning Plan
配置計画

空港を利用する様々なお客様の期待度の高い“おもてなし”

Tokyo International Air Terminal3

（１）旅客動線一般エリア（1階・2階・3階）
おもてなしの日本的サービスポリシーで、これから旅立つお客様、海外から到着されたお客様へ

の、あったら嬉しい便利なサービスと情報をご提供し、快適な旅をナビゲートします。

（２）保安区域エリア（3階・4階）
24時間空港ならではの、運行状況とお客様の動向に合わせたサービスの充実と、日本の空港では初出
店となる海外ブランドをはじめ、洗練された憧れの海外ラグジュアリーブランド、世界に誇れる日本
のブランド、繊細で巧みな技を取り揃え、海外旅行にもう一つの楽しみを提供します。

（３）商業集積エリア（4階・5階）
出発ロビーを見下ろす大空間には、空港を利用する様々なお客様が、「何度でも行ってみたくなる」
魅力的で非日常性の高いエンターテインメント空間が、お客様の様々なライフスタイルやニーズにお
応えする、高質で都会的な期待度の高い“おもてなし”をご提供します。
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5F5F

4F4F

3F3F

2F2F

1F1F

4F4F

3F3F

エリアエリア フロアフロア ゾーンゾーン

展望ロビー展望ロビー

コンセプトコンセプト

「癒し」と「元気」の融合ゾーン
「空の劇場」
Made in JAPAN 羽田ｵﾝﾘｰﾜﾝ

「癒し」と「元気」の融合ゾーン
「空の劇場」
Made in JAPAN 羽田ｵﾝﾘｰﾜﾝ

賑わいのゾーン
「空の庭園」・「江戸小路」
Made in JAPAN 羽田ｵﾝﾘｰﾜﾝ

賑わいのゾーン
「空の庭園」・「江戸小路」
Made in JAPAN 羽田ｵﾝﾘｰﾜﾝ

チェックイン
ロビー

チェックイン
ロビー

旅立ちのゾーン海外へ出発する前
の必需品
あったら便利な業態の集積

旅立ちのゾーン海外へ出発する前
の必需品
あったら便利な業態の集積

到着ロビー到着ロビー

おもてなしの日本的サービスポリ
シーで、海外から到着されたお客
様に便利なサービス・情報をご提
供し快適にナビゲート

おもてなしの日本的サービスポリ
シーで、海外から到着されたお客
様に便利なサービス・情報をご提
供し快適にナビゲート

団体待合
ロビー

団体待合
ロビー

団体旅行者及び従業員のニーズ
に対応したサービス

団体旅行者及び従業員のニーズ
に対応したサービス

フードコート
ラウンジ

フードコート
ラウンジ

日本出発前のくつろぎの場、早い
だけでない、美味しくて楽しい食の
空間

日本出発前のくつろぎの場、早い
だけでない、美味しくて楽しい食の
空間

免税店免税店
人気の高いﾌｧｯｼｮﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾞに加え､
外国人に人気のある日本ﾌﾞﾗﾝﾄﾞも
幅広く展開

人気の高いﾌｧｯｼｮﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾞに加え､
外国人に人気のある日本ﾌﾞﾗﾝﾄﾞも
幅広く展開

・物販店
・銀行
・郵便局
・ｸﾘﾆｯｸ

・物販店
・銀行
・郵便局
・ｸﾘﾆｯｸ

・ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ
・飲食店
・物販店 など

・ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ
・飲食店
・物販店 など

・飲食店
・物販店 など

・飲食店
・物販店 など

・物販店
・両替所
・携帯電話ﾚﾝﾀﾙ
・宅配ｶｳﾝﾀｰなど

・物販店
・両替所
・携帯電話ﾚﾝﾀﾙ
・宅配ｶｳﾝﾀｰなど
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・飲食店
・ラウンジ など

・飲食店
・ラウンジ など

業種業態業種業態

・飲食店
・ﾘﾌﾚｯｼｭﾙｰﾑ
・観光ﾗｳﾝｼﾞ
・両替所
・宅配ｶｳﾝﾀｰなど

・飲食店
・ﾘﾌﾚｯｼｭﾙｰﾑ
・観光ﾗｳﾝｼﾞ
・両替所
・宅配ｶｳﾝﾀｰなど

・免税店
・飲食店
・両替所など

・免税店
・飲食店
・両替所など

コンセッションコンセッション

プラネタリウム
商業施設

江戸小路
商業施設

フードコーナー
（保安エリア内）

出発ロビー

出国審査場

入国審査場

到着ロビー

エントランスプラザ
団体待合ロビー

免税店



MD Concept
全体ＭＤコンセプト

『Made in JAPAN～ 羽田 Only One 』

■商業区画概要

■全体コンセプト

「「Made in JAPANMade in JAPAN」なモノとして日本が誇れる」なモノとして日本が誇れる

商品と場を展開し、「商品と場を展開し、「Only OneOnly One」な施設に」な施設に

「「Only OneOnly One」な商品が揃う、アジア～世界へ向」な商品が揃う、アジア～世界へ向

けたけた新しい「日本・東京新しい「日本・東京をを発信発信するする場」場」の創出の創出

空

和

伝統伝統

現在現在

未来未来

【完成予想パース（4F江戸小路）】

【完成予想パース（3F出発ロビー）】

「日本の文化」を楽しめる商品・場「日本の文化」を楽しめる商品・場

「日本の技」を感じる商品・場「日本の技」を感じる商品・場

Tokyo International Air Terminal4

空

和

店舗数 店舗面積（概数）

フロア エリア 飲食 物販 免税 ｻｰﾋﾞｽ 合計 飲食 物販 免税 ｻｰﾋﾞｽ 合計

5F 一般 2 8 － － 10 110㎡ 780㎡ － － 890㎡

4F
一般 18 14 － 1 33 1,520㎡ 810㎡ － 30㎡ 2,360㎡

保安 1 － － 1 2 180㎡ － － 810㎡ 990㎡

3F
一般 － 3 － 15 18 － 170㎡ － 590㎡ 760㎡

保安 3 － 23 2 28 250㎡ － 3,760㎡ 30㎡ 4,040㎡

2F 一般 2 － － 8 10 40㎡ － 440㎡ 480㎡

1F
一般 － 1 － 2 3 － 140㎡ 300㎡ 440㎡

保安 － － 1 － 1 － － 40㎡ － 40㎡

合計 26 26 24 29 105 2,100㎡ 1,900㎡ 3,800㎡ 2, 200㎡ 10,000㎡



Shops & Restaurants Concept
商業集積ゾーン コンセプト

『個性あふれる商業ゾーン』

3F Duty Free Shop Av.

5F

4F

ダイナミックに広がる筋雲をイメー

ジした大屋根の下に、開放的な「空の

庭園」と、「江戸小路」という「空」

と「和」をテーマにした日本・東京を

印象付ける商業空間が展開されます。

日本が世界に誇るアニメキャラクター

を中心としたコンテンツ文化を楽しめる

POPな街が広がります。空港初のプラ

ネタリウム・カフェで癒しのひと時を過

ごし、羽田空港にしかない個性溢れるエ

ンターテイメント空間を楽しめます。

出国審査場を出ると、単一店舗として

は日本最大級となる約1,000㎡の総合免

税店を中心に、ラグジュアリーブランド

が軒を並べ、旅にもう一つの楽しみを提

案する商業空間が展開されます。

【完成予想パース（3F免税店）】

【完成予想パース（5Fキャラクタータウン仮称）】

5F

4F

3F

2F

1F

到着階

商業・ｻｰﾋﾞｽ

商業・ｻｰﾋﾞｽ

道路ｱｸｾｽ・団体待合

【完成予想パース（4F江戸小路・空の庭園）】

Tokyo International Air Terminal

物販店舗 （保安区域内）

飲食店舗 （保安区域内）

物販店舗 （一般区域内）

飲食店舗 （一般区域内）

サービス店舗 （一般区域内）

出発階

国内外の様々なお客様が 『何度でも行ってみたくなる』 魅力的で非日常性の高いエンターテインメント空間

色々な色々な『『ＥＥ((イイィィ))』』（良い）を“DO”できる

・Ｅｍｏｔｉｏｎ（感動）
・Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ（もてなし）
・Ｅｃｏ（環境）
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【　店舗リスト　】

フロフロフロフロ
アアアア

業種業種業種業種 業態業態業態業態 店名（仮）店名（仮）店名（仮）店名（仮） 出店企業名出店企業名出店企業名出店企業名 主力商品主力商品主力商品主力商品 プロフィールプロフィールプロフィールプロフィール

5階 ＨＯＴ ＺＯＮＥＨＯＴ ＺＯＮＥＨＯＴ ＺＯＮＥＨＯＴ ＺＯＮＥ

物販 1111 テーマパーク型物販･飲食 ハローキティジャパン 株式会社サンリオ
土産菓子、土産雑貨、ミニたい焼、

ソフトクリーム

サンリオがおみやげ専門店をオープン！オリジナ
ル商品や出来立てのお菓子などキティづくしを提
供します。

2222 キャラクター物販 しろたんタウン 株式会社クリエイティブヨーコ オリジナルキャラクター「しろたん」雑貨
人気のキャラクター「しろたん」のテーマショッ
プ1号店。ＪＡＬコラボ商品など空港限定商品は
おみやげに最適！

3333 キャラクター物販 ハイカラ横丁 有限会社エハラ ジャパニーズ　アニメ・キャラクターグッズ
日本発のアニメ・キャラクタ―グッズの発信基
地。海外の方々にも人気のある商品を取り揃えた
ショップです。

4444
おもちゃ＆

スロットカーサーキット
博品館ＴＯＹ ＰＡＲＫ

羽田空港店
株式会社博品館 玩具、ぬいぐるみ、スロットカー

迫力の全長47ｍスロットカーサーキットを設け、
見て遊んで楽しめる、おもちゃを多数取り揃えて
おります。

飲食 5555 ファーストフード R BURGER 株式会社太魯閣 アールバーガー
ヘルシー素材にこだわった、日本発のオリジナル
バーガー

ＣＯＯＬ ＺＯＮＥＣＯＯＬ ＺＯＮＥＣＯＯＬ ＺＯＮＥＣＯＯＬ ＺＯＮＥ

6666 スーベニアショップ DESIGN JAPAN CULTURE STORE 株式会社セブンアンダー
Tシャツ・G-SHOCK・デジカメ

雑貨・写真集など

第一線で活躍している有名クリエイターが集結し
ジャパンカルチャ―をフュ―チャ―した商品を展
開します。

7777 サイエンス雑貨 ザ・スタディールーム 株式会社ルミネアソシエーツ
サイエンストーイ、オリジナルフィギュア、洋
書、理化学用品、天体関連商品、
アクセサリーなど

「知ること学ぶこと」をテーマに大人から子供ま
で楽しめるサイエンスを中心としたユニークな商
品があるお店

8888 キャラクター物販
ＴｒａｐｅＦｒａｐｅ
（トラッペフラッペ）

株式会社日本テレビサービス 日本テレビ関連グッズ、ジブリ関連グッズ
スタジオジブリや各種キャラクターと日テレグッ
ズを中心に日本の今を詰め込んだキャラクター
ショップです。

9999 雑貨・ウエア MONO 株式会社ファイブフォックス
ファッション雑貨、生活雑貨、ウエア、

キャラクター雑貨

楽しくオシャレな雑貨で、心豊かな暮らしを提案
する、エンターテインメント・ライフスタイル
グッズショップ。

サービス
＆飲食

10101010 プラネタリウム＆カフェ Planetarium Starry Café ＴＩＡＴ
・プラネタリウムプログラムの上映
・環境映像の中でのカフェ＆バー

空港初のプラネタリウム。4千万個の星空と、非
日常的な臨場感溢れる多彩な映像とともにお食事
をお楽しみください。

43店舗（飲食20、物販22、サービス1）
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業種業種業種業種 業態業態業態業態 店名（仮）店名（仮）店名（仮）店名（仮） 出店企業名出店企業名出店企業名出店企業名 主力商品主力商品主力商品主力商品 プロフィールプロフィールプロフィールプロフィール

4階 飲食 1111 和食 日本の旬の味　百膳 株式会社ケー・エキスプレス
「一汁二菜」一の段には色とりどり名物惣菜小

鉢、二の段には天丼・親子丼など、三の段には手
作り豆腐。「一汁三菜」「一汁五菜」ほか。

百膳は二十五の御膳を四季を通じて百の膳で提供
する事に由来する古き良き日本の食卓を膳で表現
する.

2222 うどん
麺匠の心つくし　つるとんた

ん
株式会社ケー・エキスプレス

大判きつねのおうどん、博多直送明太子のおうど
ん、紀州梅ざるのおうどん、秘伝カレーのおうど
ん

伝統的な讃岐うどんの技法にしたがって打ち立
て、切り立て、湯がきたてを信条に最良の味をお
届けします。

3333 串揚げ 八丁味處串の坊 株式会社串の坊 串揚げ料理
鳥獣菜魚貝實、四季折々の串揚げ百撰の内約三十
種を次々にお揚げして参ります。よろしい処でお
止め下さい。

4444 とんかつ かつ仙 和幸フーズ株式会社 和豚ひれかつ膳、和豚ロースかつ膳
老舗のとんかつ専門店が手がける「日本のとんか
つ」。食材への目利きや卓越した技などこだわり
が満載。

5555 すきやき たか福 株式会社人形町今半 すき焼き御膳
とろけるような食感と溢れる旨味が真骨頂。牝の
黒毛和牛をお気軽にお楽しみいただける人形町今
半の新業態。

6666 お好み食堂 Dining 24 羽田食堂 ＴＩＡＴ
各種定食と麺類のセットメニュー、

うなぎ丼ぶり、ソース焼そば

和洋中韓カテゴリーレスの日本オリジナルの食文
化「家（ウチ）ごはん」を、ご家族やグループで
楽しめる食堂です。

7777 甘味喫茶 京はやしや
株式会社京はやしや

（運営：東京エアポートレストラン株
式会社）

抹茶白玉ソフト
京都の老舗茶舗「京はやしや」のカジュアル和カ
フェ。自慢のお茶を使った、作りたてスイ―ツが
揃います。

8888 イタリアン
ピッツェリア　エッセ・ドゥ

エ
株式会社TIO ピッツァ、パスタ

東京赤坂でイタリア・ナポリの王道を守り続け十
数年、日本の味とする為に守り続けてきた料理を
ご提供します。

9999 フレンチ
Ciel et Terre

（シエル・エ・テール）
オーグードゥジュールグループ

株式会社シエルエテール
気軽に食べられるフランス料理全般、ワイン

安全で、美味しい日本の食材を、フランス料理の
技法で、調理して提供し、気軽に食べて頂けるビ
ストロです。

10101010 洋食レストラン
PORT-SIDE KITCHEN

byグリル満天星麻布十番

株式会社ファインフードシステムズ
（運営：東京エアポートレストラン株

式会社）

鉄板で焼きあげる国産素材のハンバーグ、
スパイスとブイヨンでしっかり仕込んだカレー

日本の食材にこだわり上質な洋食をカジュアルに
ご提供。和牛のハンバーグや深い味わいのカレー
が自慢です。

11111111 和牛焼肉 チャンピオン 株式会社ピューターズ 和牛焼肉
恵比寿に本店を構える焼肉チャンピオンの希少部
位に加え、セット一品料理のお食事でもご利用い
ただけます。

12121212 中華 南琳華 株式会社南友商事
国産具だくさんあんかけやきそば、
気仙沼産ふかひれ、かにの玉子入り

生産者の顔が見れる安心、安全な国産食材にこだ
わった中国料理店。和食器に繊細に美しく飾られ
たお料理を提供。

13131313 ラーメン せたが屋 株式会社せたが屋 ラーメン、つけ麺、餃子等
個性、バランス、美味しさを追求し、新進気鋭の
ラ―メン職人前島司が作る世界に誇れる日本のら
―めんです。

14141414 カフェ カフェカーディナル 株式会社カーディナル
ラテ＆かプチーノ、特製ホットドック、

食べれるスープ、焼きたてパン等

空港にこんな場所があったらいいなをテーマに
「気軽さ」「心地良さ」をこだわりのメニューと
共に開放的な空間で体感

江戸前横丁江戸前横丁江戸前横丁江戸前横丁

15151515 寿司 ありそ鮨し 株式会社雄島館
本鮪、煮はまぐり、こはだ等の江戸前鮨。甘海

老、越前蟹などの産直品を使用した握り寿し。天
婦羅、刺身等の一品物など

全国各地から集めたの新鮮なネタを、本志向で寿
しや一品料として、リーズナブにご提供いたしま
す。

16161616 おでん・だし茶漬け 銀座　おぐ羅
株式会社ユニヴァ・キャピタル・ジャ

パン
朝・昼：だし茶漬け

夜：おでん・だし茶漬け

銀座の名店おぐ羅のおでんと粋なおつまみで気軽
に一杯。お食事は季節のだし茶漬けをご用意して
おります。

17171717 焼鳥・そば 蕎麦前処　二尺五寸 株式会社グルメ杵屋 鴨ざる、鴨南、天ぷら、南部鶏焼鳥各種
昼は江戸前こだわり蕎麦、夜は旨い酒と南部鶏の
焼鳥、〆はやはり喉越しの良い蕎麦で粋な時間を
お過ごし下さい。

18181818 居酒屋 すぎのこ
株式会社フードバンク・インターナ

ショナル
和食全般

四季折々の素材を活かした酒菜と食事、豊富な地
酒を揃えたこだわりの和風居酒屋。幅広い客層に
対応できます。

物販 AAAA 和コスメ まかないこすめ 株式会社ディーフィット
凍りこんにゃくスポンジ、和紙タオル、四季折々

NIPPONのせっけん

金箔屋のまかない（作業場や台所）で働く女性の
知恵と工夫から誕生。和素材をベ―スにしたオー
ガニックコスメ 。

BBBB 手ぬぐい ＲＡＡＫ 株式会社エイラクヤ
手ぬぐい、ガーゼ手ぬぐいマフラー、ガーゼ手ぬ

ぐい、てはん（手ぬぐいハンカチ）

創業約四百年の京都の老舗木綿織商が展開する手
ぬぐい専門店。ガーゼ素材の手ぬぐいは肌触りも
良く人気。

CCCC 風呂敷 伊兵衛ＥＮＶＥＲＡＡＫ 株式会社エイラクヤ 風呂敷
風呂敷専門店、京都の創業四百年の木綿織商の老
舗が展開。結び方でバックにもなる大風呂敷は柄
も多彩。

DDDD 鞄 輪怐 株式会社スピックインターナショナル 各種バッグ（ビジネス～カジュアル）、革小物
日本人デザイナーと、日本の匠の業で作ったこだ
わりのバッグ。革小物は男女問わず幅広くご利用
いただけます。

EEEE ステーショナリー、ギフト 伊東屋　itoya 株式会社伊東屋
筆記具、ノート、レター、カジュアルステイショ

ナリー、和小物

1904年銀座で創業の文房具専門店デザインに優れ
機能的な品々を「手にしたときの心地よさ」をテ
―マに集めました。

FFFF 書籍 改造社書店 改造図書出版販売株式会社
書籍、雑誌、ガイドブック、洋書、洋雑誌、コ

ミック、文具

最新で高感度な書籍や雑誌、旅先で役立つガイド
ブックやおみやげに最適なギフトブック等豊富な
品揃えです。

GGGG イベントスペース Ｅｄｏイベント館 日本空港ビルデング株式会社 VisitJapanお土産コンテスト受賞品
Visit Japanお土産コンテスト受賞商品を中心に
魅力ある日本のおみやげを提供します。

HHHH 食物販 Edo食賓館（時代館） 日本空港ビルデング株式会社 伝統菓子
江戸時代から現代にいたる日本を代表する和・洋
菓子を取り揃え、伝統食文化を発信します。

IIII Tシャツ、帽子、関連雑貨 面白てぃしゃつ屋 株式会社アートヴィレッヂ
和柄Tシャツ　キャラクターTシャツ　日本製T

シャツ
日本の習慣や伝統をデザインし日本の良さをTし
やつにして伝えるその関連雑貨も取り扱う。

JJJJ 衣料品 Maker's Shirt 鎌倉 メーカーズシャツ鎌倉株式会社 メンズシャツ、レディースシャツ、ネクタイ
驚くほど上質なシャツを手頃な価格で販売し続け
て17年。日本製のシャツを世界に向けて発信して
参ります。

KKKK トートバック ルートートーギャラリー 株式会社コンシェルジュ トートバック
ＦｕｎＯｕｔｉｎｇ!「楽しいおでかけ」したく
なるトートバックブランド「ＲＯＯＴＯＴＥ」を
紹介します。

LLLL アクセサリー時計 ＴＯＲＱＵＥ 株式会社ヌーヴ・エイ Ｇ－ＳＨＯＣＫ、ＤＩＥＳＥＬ
ファッションやシーンにあわせて楽しくスタイリ
ングできる、グッドデザインな腕時計をセレクト
しています。

MMMM メガネ 金子眼鏡店 金子眼鏡株式会社
金子眼鏡、SPIVVY、泰八郎謹製、小竹長兵衛作、
恒眸作、井戸多美男作、VISION OF DIVISION、

Lazy Redなど

1958年創業の眼鏡メーカー「金子眼鏡」の新業
態。上質な日本製アイウェアを羽田から世界に発
信します。

NNNN 食物販 Edo食賓館（名産館） 日本空港ビルデング株式会社
全国名産品

惣菜

日本全国の地域名産品を幅広い品揃えで、見て楽
しく、買って満足、贈って満足いただける食賓館
です。

サービス OOOO リラグゼーション 未定 日本空港ビルデング株式会社 マッサージ マッサージ
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4階 飲食 1111 フードコート
FOOD COURT

 　TOKYO　SKY　KITCHEN
寿司、ヌードル、ジャンクフード

サービス 2222 ラウンジ SKY　LOUNGE
ドリンク、スナック類、雑誌、イン

ターネット環境

3階 物販 1111 総合免税店
　TIAT DUTY FREE SHOP

　CENTRAL
化粧品・香水・酒・タバコ・電気・時

計・食品･ファッション・民芸品

2222 総合免税店
  TIAT DUTY FREE SHOP

NORTH
化粧品・香水・酒・タバコ

3333 総合免税店
  TIAT DUTY FREE SHOP

　SOUTH
化粧品・酒・タバコ

4444 総合免税店
  TIAT DUTY FREE SHOP

　SATELLITE
酒・タバコ・食品・民芸品

S1S1S1S1 ブランドショップ ＢＶＬＧＡＲＩ 時計、ジュエリー、皮革製品

S2S2S2S2 ブランドショップ ＧＵＣＣＩ ハンドバッグ、革小物

S3S3S3S3 ブランドショップ ＣＨＡＮＥＬ ハンドバッグ、シューズ

S4S4S4S4 ブランドショップ ＨＥＲＭＥＳ ハンドバッグ、スカーフ

S5S5S5S5 ブランドショップ ＲＯＬＥＸ 時計

S6S6S6S6 ブランドショップ ＣＡＲＴＩＥＲ 時計、ジュエリー、皮革製品

S7S7S7S7 ブランドショップ ＣＯＡＣＨ ハンドバッグ、革小物

S8S8S8S8 ブランドショップ ＴＩＦＦＡＮＹ＆Ｃｏ． ジュエリー

S9S9S9S9 ブランドショップ
Ｓａｌｖａｔｏｒｅ
Ｆｅｒｒａｇａｍｏ

シューズ、ハンドバッグ

S10S10S10S10 ブランドショップ ＢＵＲＢＥＲＲＹ ハンドバッグ、革小物

S11S11S11S11 ブランドショップ ＯＭＥＧＡ 時計

5555 専門店 FASHION　BOUTIQUE
ﾓﾝﾌﾞﾗﾝ、ﾀﾞﾝﾋﾙ、ﾚｽﾎﾟｰﾄｻｯｸ、ﾛﾝｼｬﾝ、ｱﾝ
ﾃｨﾌﾟﾘﾏ、ﾌｫﾘﾌｫﾘ

6666 専門店 COSMETICS  BOUTIQUE
化粧品（ロクシタン、マック、キール

ズ）

7777 専門店 Samantha thavasa バッグ・革小物・アクセサリー

8888 専門店 WACOAL ランジェリー

9999 専門店 BOOKS ＆ DRUGS   NORTH 本・薬

10101010 専門店 BOOKS ＆ DRUGS   SOUTH 本・薬

11111111 総合土産物店 TOKYO SOUVENIR SHOP  NORTH
食品、電気製品、民芸工芸品、玩具、

ファッション雑貨等

12121212 総合土産物店 TOKYO SOUVENIR SHOP  SOUTH
土産菓子・和雑貨・文具・トラベル

グッズ・家電

飲食 AAAA ビアバー BEER CLUB　 Verre Tokyo
JAPANESE　BEER各種

日本酒、焼酎テイスティングバー

BBBB カフェ Café 　LOHAS（予定） オーガニック珈琲

CCCC カフェカウンター Classy　Café（予定）
コーヒー牛乳

サンドイッチ各種

サービス DDDD 両替所 SBJ銀行 両替所

EEEE 両替所 トラベレックス 両替所

1階 物販 1111 トラベルコンビニ TRAVEL CONVENIENCE 食品・民芸品・雑誌・飲料

日本での最後のお米と味噌汁は、食しておきたいひと品です。旅立ち前のチョコッとメニューがたく
さん揃ってます。

出発コンコースの喧騒を避け、出発までの時間を、ゆっくりと快適な空間で過ごしていただける直営
ラウンジ。

国内最大級の総合免税売店で、香水・化粧エリアでは有名ブランドを取り揃えるほか、酒・たばこ、
ファッション、時計、電気、食品等、幅広いカテゴリーの商品を展開。

ゲート近くで酒、タバコ、香水、化粧品を取扱い、いそいでるお客様や、じっくり選びたいお客様に
も対応する店舗。

中央総合免税店のセレクトショップとして位置づけ、日本人のみならず中国人や韓国人といったアジ
アのお客様に人気のある商品を取り揃えます

プロフィールプロフィールプロフィールプロフィール

最後のお土産需要に対応する店舗として、日本人のみならず中国人や韓国人といったアジアのお客様
に人気のある商品を取り揃えます。

ローマ、コンドッティ通り本店のファサードを再現したエアサイド側の壁面デザインが特徴のブ
ティックです。

1921年創業。フィレンツェ伝統のクラフトマンシップと革新を融合する真のイタリアンラグジュア
リーブランド。

空港免税ブティックとして、日本初出店。最新のコレクションを豊富に取り揃えております。

エルメスの世界観を表現したウィンドウディスプレイが出迎えるブティックには人気のレザー商品が
豊富です。

約250本の豊富な品揃えでロレックスの魅力あふれるコレクションをご紹介いたします。（日本免税
初出店）

ジュエリーサロン、ウォッチサロン等商品別に展開された店内では、ゆっくりと商品をお試し頂けま
す。

明るく、開放感あるブティックには、常に最新のコレクションを展開し、ゆっくりお選び頂けます。

ダイアモンドジュエリ―からギフトアイテムまで厳選された商品を幅広く取り揃えております。

全面ガラス張りの特別な居心地空間で、免税品のテイスティングも兼ねて美味しいお酒が楽しめま
す。

ウォールナットの木目やガラスを使用した、ニューコンセプトでデザインされた高級感のある総合ブ
ティック

バーバリーのビッグチェックが大胆にバイアスに配され、アイキャッチとトレンド性を高めたブ
ティックです。

国内初の空港内ブティックではオメガの豊富なコレクションをご覧頂けます。

ファッションで人気のある１０ブランドを取扱い、選ぶ楽しさあり、欲しい商品が発見できる店舗。

個性的化粧品ブランドのブランドミックス店舗。お客様には実際に最新のメイクを体験していただい
て、楽しんでいただける店舗です。

日本のファッショントレンドをリードしているサマンサタバサをブティック展開する

コンビニエンスストアとして、食品からお土産物まで、空いてて良かったと感じる商品を展開しま
す。

日本の食材や有機栽培珈琲豆にこだわる自然志向の優しいカフェです。お子様にも安心です。

日本の喫茶文化をイメージする和ブレンドのリラックスコーヒーをご提供します。

空港を利用するお客様へ、外貨両替窓口サービスを行います。

空港を利用するお客様へ、外貨両替窓口サービスを行います。

WACOAL専門ショップとして空港初出店、日本人を含む世界の人々におしゃれでかわいい、セクシーな
インナーファッションを提案する。

書籍については、日本人向けの雑誌や書籍だけではなく、外国人向けの本も取り扱う。薬は常備薬を
中心に取り揃え、外国人向けにも健康関連商品を取り扱います。

書籍は、日本人向けの雑誌や書籍だけではなく、外国人向けの本も取り扱う。薬は常備薬を中心に取
り揃え、外国人向けにも健康関連商品を取り扱います。

バラエティに富んだ「日本のイイ物」が盛りだくさん。見て楽しい・買って楽しいセレクトショッ
プ。

日本らしさ、日本ならではのクオリティーの高い商品を取り揃え、「快適な旅のお手伝い」をいたし
ます。

4



ターミナルロビー（出発ロビー、到着ロビーなど）　 31店舗（飲食2、物販4、サービス25）

１階 エントランスプラザ（団体待合ロビー）

２階 到着ロビー

３階 出発ロビー

①

③

⑥

② ④

⑤

⑦

⑧ ⑨

⑩

① ②③

① ② ③

④

⑤⑥

⑦

⑧ ⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮⑯

⑰

⑱
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フロフロフロフロ
アアアア

業種業種業種業種 業態業態業態業態 店名（仮）店名（仮）店名（仮）店名（仮） 出店企業名出店企業名出店企業名出店企業名 主力商品主力商品主力商品主力商品 プロフィールプロフィールプロフィールプロフィール

3階 物販 1111 トラベルキオスク BLUE SKY PREMIUM 株式会社JALUX
日本全国から選りすぐった銘菓名産・お土産品、

快適な旅をお手伝いするトラベルグッズ

「欲しいものは空港にある」をコンセプトにした
ＪＡＬグループの空港店舗ブルースカイのプレミ
アムショップ

2222 ドラッグストア エアポートドラッグ 株式会社コクミン
医薬品、サプリメント、ヘルスフーズ、バラエ

ティーグッズ

モアヘルシーモアビューティーモアクリーン３つ
のドメインを基軸にした品揃えから美と健康をご
提案いたします

3333 トラベルキオスク ANA FESTA羽田国際線ロビー店 全日空商事株式会社
トラベルグッズ、全国銘菓、農産品、水産品、加

工食品、和雑貨、文具　等

高品質なトラベルグッズや全国銘菓、和雑貨の提
供を通じて、お客様の「快適な旅のお手伝い」を
いたします。

フロフロフロフロ
アアアア

業種業種業種業種 業態業態業態業態 店名（仮）店名（仮）店名（仮）店名（仮） 出店企業名出店企業名出店企業名出店企業名 主力商品主力商品主力商品主力商品 プロフィールプロフィールプロフィールプロフィール

3階 サービス 4444 特別待合室・会議室 TIAT　待合室（冨士）　 ＴＩＡＴ 特別待合室
出発階の好立地に位置し、ＶＩＰ接遇から団体旅
行の待ち合わせ、会議等多様に利用できます。

5555 携帯電話レンタル モバイルセンター羽田空港 株式会社ビッグウイング
日本国内・海外用携帯電話及びデータ通信機器の

レンタル

業界Ｎｏ１！携帯電話レンタルおよび多言語通訳
サポートなど世界のお客様に安心、便利を提供い
たします。

6666 携帯電話レンタル KDDI KDDI
グローバルパスポート端末レンタルサービス、国
際電話プリペイドカード（KDDIスーパーワールド
カード）

海外で使用できる携帯電話のレンタル。日本から
も海外からもかけられる国際プリペイドカードの
販売。

7777 ATM みずほ銀行 みずほ銀行 ATM ATMサービス

8888 両替所 みずほ銀行 みずほ銀行 両替所
空港を利用するお客様へ、外貨両替窓口サービス
を行います。

9999 手荷物一時預り 手荷物一時預り ＴＩＡＴ 手荷物一時預り
ご旅行の期間中にご不要となるコート等のお荷
物、またご出発までの手荷物もお預りいたしま
す。

10101010 保険カウンター 海外旅行保険 ＴＩＡＴ 海外旅行保険
旅行へご出発されるお客さまに対して、安心感と
ニーズに沿った保険商品を提案・提供致します。

11111111
手荷物宅配

手荷物一時預り
手荷物宅配 ＴＩＡＴ

宅配受取り、手荷物一時預り、携帯電話レンタ
ル、電話カード販売、別送品受付

ご自宅からお送りしたお荷物を受け取れます。ま
た、航空会社の手ぶらチェックインサービスもご
利用いただけます。

12121212 特別待合室 TIAT　待合室（月）　 ＴＩＡＴ 特別待合室
出発前の集合場所や接遇としてご利用いただけま
す。

13131313 手荷物一時預り 手荷物一時預り ＴＩＡＴ 手荷物一時預り
ご旅行の期間中にご不要となるコート等のお荷
物、またご出発までの手荷物もお預りいたしま
す。

14141414 両替所 両替所 三井住友銀行 両替所 外貨両替サービス

15151515 ATM ATM 三井住友銀行 ATM ATMサービス

16161616 ATM 三菱東京UFJ銀行 三菱東京UFJ銀行 ATM ATMサービス

17171717 携帯電話レンタル ソフトバンクモバイル ソフトバンクモバイル 携帯電話レンタル 海外で使用できる携帯電話のレンタルサービス。

18181818
手荷物宅配

手荷物一時預り
手荷物宅配 ＴＩＡＴ

宅配受取り、手荷物一時預り、携帯電話レンタ
ル、電話カード販売、別送品受付

ご自宅からお送りしたお荷物を受け取れます。ま
た、航空会社の手ぶらチェックインサービスもご
利用いただけます。

2階 飲食 1111 軽食・カフェ Café&Diner PISTA ＴＩＡＴ ブレッド各種、ピスタカレー
自然光が降りそそぐ「PISTA」（広場）にお立ち
寄り下さい。旅の疲れを癒し、思い出を語らう時
間が流れます。

2222 カフェ CAFÉ ＴＩＡＴ 軽食、ドリンク各種
到着フロアで 、待合の合間にご利用いただける
ようカフェ、アルコール、軽食を提供。

サービス 3333 シャワールーム・休憩室 リフレッシュルーム ＴＩＡＴ 休憩室、シャワー室
出発間、到着後の移動時間の合間にご利用いただ
ける休憩室・シャワー室をご用意しております。

4444 観光案内 観光情報センター ＴＩＡＴ
東京都・大田区・首都圏自治体の情報ＰＲコー

ナー、ＪＲ乗車券、全国宿泊予約

東京都・大田区・首都圏自治体のＰＲコーナー、
旅行相談コーナーで海外のお客様に旅行のお手伝
いや、各種観光情報を提供いたします。

5555 ATM ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行 ATM ATMサービス

シティバンク シティバンク

セブン銀行 セブン銀行

7777 バス・JR発券・レンタカー
バス乗車券、鉄道乗車券、

ホテル予約、レンタカー受付
日本空港ビルデング株式会社

バス乗車券、鉄道乗車券、
ホテル予約、レンタカー受付

羽田空港発着のバス乗車券、全国のＪＲ乗車券、
ホテル予約、レンタカー受付を行い、目的地まで
の最適なルートをご提案いたします。

8888 両替所 みずほ銀行 みずほ銀行 両替所
空港を利用するお客様へ、外貨両替窓口サービス
を行います。

9999
保税手荷物預り

手荷物一時預り・クリーニン
グ

保税手荷物預り/
手荷物一時預り・クリーニン

グ
ＴＩＡＴ

保税手荷物預り、手荷物一時預り、クリーニング
受付、ポーターサービス

通関保留のお荷物預り、クリーニングの受付、
ターミナル内の目的地までお荷物を運ぶお手伝い
をいたします。

10101010 手荷物宅配 手荷物宅配 ＴＩＡＴ
宅配受付、携帯電話レンタル、電話カード販売、

別送品受付
到着されたお客様のお荷物をご自宅などへ発送い
たします。

1階 サービス 1111 銀行 みずほ銀行 みずほ銀行 銀行窓口
空港を利用するお客様へ、銀行窓口サービスを行
います。

2222 クリニック 東邦大学羽田空港国際線クリニック 学校法人　東邦大学 クリニック
東邦大学医療センター大森病院の全診科と協力
し、お客様が安心できる医療を提供いたします。

物販 3333 コンビニエンス＆ギフト Air　LAWSON
株式会社ローソン

（運営者：国際協商株式会社）

弁当・おにぎり、麺・惣菜、ベーカリー、菓子、
日用品生活用品、本・雑誌、酒、たばこ、ギフト
菓子等

お客様の利便性を考えコンビニエンスストアの商
品に東京土産などギフトを取り揃えたお店です。

6666 ATM ATM ATMサービス
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