PLANETARIUM

Starry Cafe
カフェタイム（11：00〜17：00）／バータイム（17：30〜23：00）
Cafe hour（
s 11：00-17：00）/Bar hour（
s 17：30-23：00）

スターリーカフェタイムとスターリーバータイムには、プラネタ
リウム内で、気 軽にカフェやお 食事を楽しみながら、満天の
星空や羽田空港オリジナルプログラムをご覧いただけます。

バータイムには、お酒やオリジナルカクテルもご用意しています。

5F

TOKYO POP TOWN
COOL ZONE
展望デッキ

During Starry Bar hours and Starry Cafe hours, customers can relax
and enjoy a cafe and food inside the planetarium while gazing at
the starlit sky and an original program for Haneda Airport. During
bar hours, alcohol and original cocktails are also available.

セットメニュー

カフェタイム提供（11：00〜17：
0）
0
Oﬀered during cafe hours

Set menu

パスタセット

（パスタ＋サラダ ＋ セットドリンク）

●

クイックセット

（おつまみ ＋ セットドリンク）

●

ホットドックセット（ホットドック ＋ セットドリンク）

●

ケーキセット

●

Pasta set

(Hot dog + set drink)

（ケーキ ＋ セットドリンク）

Cake set

セットドリンク

Set drinks

(Cake + set drink)

ハイボール／ビール／ワイン
カクテル／ソフトドリンク
Highball, beer, wine, Cocktail, soft drink

オリジナルカクテル
Original cocktail

●

バータイム提供（17：30〜23：
0）
0
Oﬀered during bar hours

スターリーバタフライ

（アルコール）

S TA R R Y B u t t e r f l y

（A l c o h o l i c）

スターリーベリーニ

（アルコール）

S TA R R Y B e l l i n i

（A l c o h o l i c）

スターリーベイビーブリーズ

（ノンアルコール）

S TA R R Y B a b y B r e e z e

お祭り
広 場

(Appetizers + set drink)

Hot dog set

●

はねだ日本橋

(Pasta + salad + set drink)

Quick set

●

E▶DO
HALL

［ 営業時間 ］
Hours

7: 00〜23:00（L.O.22:30）

※7:00〜11:00はカフェスペースのみ営業
*Only cafe space open during 7:00-11:00

［ 総 席 数 ］

50席

［ 入 場 料 ］

大 人 （中学生以上） 520円

Total number of seats

Admission fees

（N o n - a l c o h o l i c）

50 seats

Adults (Junior high school students and above) ¥520

子ども（2歳以上）

310円

Children (2 years old and older) ¥310

※別途ワンドリンク制

*Separate one drink requirement

［

TEL

］

03-6428-0694

羽田空港国際線旅客ターミナルのキャラクター

羽田空港国際線旅客ターミナルのキャラクター

International Passenger Terminal
©play set products／TIAT

International Passenger Terminal
©play set products／TIAT

INFORMATION
Starry Cafeでは、株式会社五藤光学研究所製の
ハイブリットプラネタリウムシステムを導入しています。
小型恒星球「パンドラ」は小型高性能LEDの採用により、
わずか直径50センチのボディで約4,000万個の恒星を投映。
天の川を構成するささやくような微かな輝きまで
自然に美しく再現します。
さらに全天周デジタル映像システム「バーチャリウムⅡ」と組み合わせた
“パンドラ・ハイブリッド”では、星座絵、CGなどを駆使した
星空解説や迫力のある宇宙映像を楽しんで頂けます。
高性能プロジェクターでドーム全天に映し出される
美しい宇宙の映像とともに、落ち着いた雰囲気の中で
お食事やお飲み物をお楽しみください！
A GOTO INC manufactured hybrid planetarium system has been installed for Starry Cafe.
The compact ﬁxed star sphere "PANDORA" uses compact high performance LEDs to
project approximately 40 million ﬁxed stars from a body that has a diameter of just 50
centimeters.

PROGRAM

四 千万個の
輝く星 達と 、
臨 場 感 あ ふ れる
映 像の異空間へ 。
Come visit a new dimension with over 40 million
shimmering stars and a hyper realistic projection system

P L ANET ARI UM（上映時間 各15分）Projection time 15 minutes each

◆

In addition, the PANDORA hybrid which combines the VIRTUARIUM II fulldome digital
projection system allows for customers to enjoy explanations of the night sky which
utilize images of constellations, CG and other technologies, as well as beautiful images
of space.
We hope you come to enjoy the experience of eating and drinking in a relaxing
atmosphere with beautiful images of space projected over the entire surface of the
dome by this high performance projection system!

The night sky seen from Nihombashi

Just as Haneda serves as the starting point for modern travels, Nihombashi was the starting
point for travels in the Edo Period. This program introduces night sky scenes from historical
dates associated with the famous Edo location Nihombashi along with constellations
throughout the seasons.

◆

スターリーのカフェ気分

Starry cafe mood

スターリーがお客様にステキな星のメニューをお届けします。
Starry guides through with the menu of wonderful stars.

◆ ロマンチックスカイウォッチ

Romantic sky watch

ギリシャ神話から生まれた美しい星座たちは、星空のロマンスそのもの。
季節の夜空に描かれた星座たちを、大好きなあの人と一緒に見上げてください。
The beautiful constellations born from Greek myth are a truly romantic feature of the night sky.
Come and view the seasonal constellations laid out against the backdrop of the night sky
together with someone special.

◆J

Stars

Japanese unique stars

日本の夜空には日本だけの星が輝いています。季節の和の星を、英語
ナレーションでご紹介しております。全編ジャジーな音楽でお届けする
お洒落なひとときを、お楽しみください。（日本語字幕あり）
The Japanese night sky features an assortment of stars unique to viewing from Japan. Seasonal
Japanese stars are introduced with an English narration. The entire program features jazzy
background music to provide customers with a stylish experience. (Subtitled in Japanese)

MINI PROGRAM（上映時間 各3分）Projection time 3 minutes each

This system allows for the natural and beautiful reproduction of even some of the dim
glimmers which make up the Milky Way.

日本橋から見た星空

現代の旅の始まりが羽田であるように、江戸時代の旅の始まりは日本橋。
江戸の名所「日本橋」にまつわる歴史的な日の星空を、季節の星座ととも
に紹介します。

① 星座を探してみよう!

Search for constellations!

季節の夜空を代表する星座たち。スターリーカフェスタッフによる生解説付き。
（時間帯によって生解説を行わない場合があります。）
Traveling through the night sky to look for seasonal constellations with a live talk of the Starry
Cafe staﬀ.
(Live talk may not be available depending on the period of time)

② 就航都市の星空

Starlit skies over ﬂight serviced cities

羽田から伸び行く就航都市の毎晩22時の星空を見上げる3分間のミニプログラム。
The mini program (3 minutes long) introduces the night sky of the cities served from
Haneda.

SPECIAL PROGRAM（上映時間 25分）Projection time 25 minutes

◆

リラックマのプラネタリウム

Rilakkuma planetarium

「リラックマ」と「プラネタリウム」のコラボレーション。
A "Rilakkuma" and "planetarium" collaboration.

羽田空港国際線旅客ターミナルのキャラクター
International Passenger Terminal
©play set products／TIAT

※この他にも羽田空港国際線旅客ターミナルでしか見ることのできないプロ
グラムをご覧いただけます。上映プログラムは季節によって異なります。
*Other programs are also available which cannot be viewed anywhere other than the
Haneda Airport International Passenger Terminal. The show program changes each season.

