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レストラン＆カフェ1F

しゃぶしゃぶ 但馬屋 ［しゃぶしゃぶ・すきやき］

03-5579-7288

あふれんばかりの肉汁、口どけの味わいは唯一無二。細かく
縦横無尽に入った霜降りの甘く芳醇な香りを存分にご堪能
頂けます。見た目にも美しく、まさに極上の一品です。

極上 神戸牛
しゃぶしゃぶセット
9,800円（税込）

レストラン＆カフェ1F

五代目 花山うどん ［うどん］

03-5579-7781

桝寿司とおうどんが楽しめる羽田限定セットです。桝寿司は、
上州椎茸を使用した【上州しいたけの桝寿司】と海老のほかに
数種の食材を使用した【海老天ぷらの桝寿司】がございます。
めんは、うどん/鬼ひも川（温/冷）から選べます。

花山御膳
1,580円（税込）

レストラン＆カフェ2F

茂助だんご ［軽食・喫茶・和菓子］

03-5579-7741 

たっぷりのフルーツとアイスに、
雲に見立てたホイップクリームと
飛行機型の抹茶クッキーを添えた、
旅する心をくすぐるあんみつです。

旅するあんみつ
1,250円（税込）

食　品2F

ささら屋 ［せんべい］

03-5579-7280

東京金子園監修のもと、しろ
えびせんべいに最も合う宇治
茶とほうじ茶を作りました。

しろえび撰
日本茶セット
1,404円（税込）

サービス2F

りらくる GREEN プラス ［リラクゼーション］

03-6459-9776

旅でお疲れの身体をもみほぐし、足つぼ、ドライヘッドスパで
癒します。全国のりらくるでは味わえない羽田限定の特別
パックです。

トラベル
パック45
5,200円（税込）

食　品2F

Esthe Pro Labo ［サプリメント・栄養補助食品］

03-5579-7970

初めてファスティングする方も、
すでにファスティングの上級者の
方もお手軽にカラダの内側から
のケアを成功させられる全てが
ついたキットです。

《集中3日間》
ベーシック
ファスティングセット
54,864円（税込） …etc

…etc

食　品2F

恵比寿豆園 ［きんつば］

03-5579-7759

日本を象徴する「桜」を使ったきんつばを「桜富士」の掛け紙で
包みました。日本土産にぴったりの限定商品です。

桜きんつば
395円（税込）

art print teabags
シリーズ
きみくらの庵ティーバッグ
2.5ｇ ×6個入

864円（税込）

食　品2F

日本茶きみくら ［日本茶・和菓子］

03-6459-9988

明治時代の茶風景の浮世絵や、筆で書かれた茶の文字を
あしらったパッケージに人気のお茶のティーバッグを詰めま
した。お土産としても旅のおともにもおすすめです。

…etc

PREMIUM ITEM
羽田エアポートガーデン

　ここでしか手に入らない
商品を取り揃えています！

限定商品
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雑　貨2F

HARIO Satellite［コーヒー器具・ガラスアクセサリー］
03-5579-7988

伝統的な和をイメージした羽田店限定のガラスアクセサリー。
東京・日本橋の工房で、ひとつひとつ手作りでつくっています。

紙風船 KAMI-FUSEN 他
ピアス/イヤリング 

6,050円（税込）～

桜・箔 SAKURA・ HAKU 他
ネックレス

6,050円（税込）～ ...etc

雑　貨2F

エクスジェル シーティングラボ［クッション］
03-5579-7339

大人気の持ち運べるクッション『ミニプニ』『ミニプニプラス』に、
羽田エアポートガーデン限定色、ジャパンブルーが登場！

ミニプニ ジャパンブルー 
5,500円（税込）

ミニプニプラス ジャパンブルー
7,700円（税込）

雑　貨2F

si gu sa ［箸・和食器］

03-5579-7848

陶芸家コイケヨシコ様の、シュナウザーをモチーフにしたかわいい
小皿がsi gu sa限定デザインで登場。BOYとGIRLの2色展開
で、菓子皿や副菜皿など幅広くお使いいただけるサイズ感です！

Mini Schna
by Yoshiko.K

シュナウザー(小)2,200円（税込）

...etc

雑　貨2F

スリーフォータイム ［ファッション雑貨］

03-5579-7844

日本人だけでなく海外の方の心もくすぐる、かざぐるまや平和
の象徴である折り鶴等をモチーフに使ったアクセサリーを
ご用意しました。

かざぐるまピアス
1,430円（税込）

雑　貨2F

TOBI・BITO SOUVENIR TOKYO［土産品］
03-6459-9207

両足に当店TOBI・BITOと羽田空港をイメージしたデザイン
が施され日本らしい着物を着ているおしゃれなベアは2サイズ
あるのでお土産にも、ご自宅用にもぴったり！

TOBI・BITO限定ベアー
Sサイズ:2,420円（税込）
Lサイズ:3,560円（税込）

雑　貨2F

T-shirts & Souvenirs SPARKLE ［Ｔシャツ・土産品］
080-3312-1986

当店一番人気の“オリジナル
プリント”スーベニアTシャツの
羽田エアポートガーデン店限定
デザインです。

オリジナル
スーベニアTシャツ
1,980円（税込）

雑　貨2F

福井洋傘 ［傘］

03-5579-7460

着物や帯にも使用される汕頭（スワトウ）刺繡を贅沢に使用した
日傘です。生地は麻を使用することで風通しがよく、麻ならではの
風合いをお楽しみいただけます。

汕頭刺繡
「天使の楽園」（日傘）
110,000円（税込）

雑　貨2F

KOKUYODOORS ［文具・生活雑貨］

03-6459-9990

「文具」「日本」「旅」にちなんだモチーフや、ショップの
キーカラーをあしらったオリジナルデザインのグッズです。

①和柄キャンパスノート
　5連セット
1,500円（税込）

②測量野帳 550円（税込）...etc

ファッション2F

老舗ヤマト屋 ［バッグ］

03-5579-7266

着物の帯地を使用したポーチを、数量限定で販売します！

コスメポーチ

お手玉ポーチ

2,420円（税込）

お手玉ポーチ 2,200円（税込）

カードポーチ 1,870円（税込）

ファッション2F

LAULEA ［水着］

090-2049-6571

バッグを自分だけのオリジナリティあるアイ
テムに変えられる小物たちを羽田エア
ポートガーデン店限定カラー・柄でご用意
しました。シルクリボンはシルク100％、
made in Italyとこだわりの一品です。

フリンジチャーム 3,850円（税込）

シルクリボン 3,080円（税込）

ファッション2F

MSPC PRODUCT ［バッグ］

03-5579-7217

市松柄デニムを使用した巾着型バッグ。ショルダーストラップは
着脱可能。コーディネートのアクセントになるイエロー、あえて
市松模様の主張をおさえたネイビーの２色展開。

巾着ショルダーバッグ
8,250円（税込）

雑　貨2F

京都 六角館 さくら堂 ［化粧筆］

03-6459-9398

筆作りの職人の確かな技術で作られ
た可愛い薔薇の形をしたチークブラシ
は、毎日のお化粧に彩りを添えてくれ
ます。羽田エアポートガーデン店の
オープン記念に作られた一凛の薔薇
に是非ご期待ください。

薔薇ほほ筆　PI
3,850円（税込）

ファッション2F

ビクトリノックス ［バッグ・時計・マルチツール］

03-5579-7355

人気のマルチツール２モデルのハンドルに、「ビクトリノックス」を
江戸文字でデザインされた「美句鳥納久寿 東京」モデルは、
江戸の粋を纏った羽田店限定商品です。

コンパクト江戸文字 5,500円（税込）

クラシック江戸文字 2,750円（税込）

ファッション2F

ACCOMMODE ［バッグ・アクセサリー］

03-6459-9878

アコモデの定番、ハンサムスマイルを
かたどったトートバッグ。
羽田エアポート店限定デザインです！

スマイル
ボヤージュトート
2,750円（税込）

①

②

雑　貨2F

アクシージア ［化粧品］

070-6474-5841

羽田エアポートガーデン店限定のトラベルキットです。

THE B MAISON
トラベルキット
4,290円（税込）
スパークリングマスク2回分
フルラインパウチ4回分
ポーチ

限定商品
羽田エアポートガーデン

fukaya.mariko
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