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第１旅客ターミナル４階のショッピングエリア「エアポートモール」は、3月上旬から大規模なリニュ

ーアル工事を段階的に実施しており、新規・改装店舗が順次オープンしています。 

この度、エリア全体のグランドオープン日を 7月 8日（火）に決定致しました。グランドオープン当日

は 11店舗の新規・改装店舗がオープン、環境工事も全て完成致します。 

新しく生まれ変わる成田空港第１旅客ターミナル『エアポートモール』にご期待ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、新規出店 27店舗のうち、「ＣＡＦＥ＆ＤＩＮＩＮＧ Ｎ’ｓ ＣＯＵＲＴ 第１ターミナル店」につ

いては、第１ターミナル最大規模のレストランとして、7月下旬にオープンを予定しています。 

 

第１旅客ターミナル 出国審査前エリアの商業施設 『エアポートモール』 リニューアル 

出店ラインナップが決定いたしました！ 
～ 新業態、商業施設初、空港初などの 27店舗が新規オープン ～ 

 

★成田空港になかった靴専門店。外国人の利用も多い ★店舗面積を拡大（新規店舗 27店舗） 

★「日本発信」のブランドやショップが並び、成田空港発の新しい店舗も誕生。成田空港限定商品も人気 



業   態

会社名

ファッション、ファッション雑貨

株式会社パルコ

アニメ・キャラクターグッズ

タブリエ・マーケティング株式会社

ベビー・子供服

株式会社ストンプ・スタンプ

サンリオ キャラクターグッズ

株式会社サンリオ

シューズ

株式会社エービーシー・マート

トラベル用品、雑貨

株式会社イデアインターナショナル

ファッション雑貨

株式会社サンエー・インターナショ

ナル

バッグ、ファッション雑貨

株式会社パル

ファッション、ファッション雑貨

株式会社アーバンリサーチ

ステーショナリー、雑貨

株式会社デルフォニックス

帽子

株式会社栗原

ストーンアクセサリー、和雑貨

株式会社アミナコレクション

現代アート雑貨、デザイン雑貨

ワーカホリックス株式会社

ショップコメント

ＡＢＣ‐ＭＡＲＴ

国内外から１００ブランド以上を集めた、日本初の大型キッズインポー

トセレクトショップ。ラグジュアリー＆デイリーカジュアルを中心とした品揃え

で、アメリカ・ヨーロッパのインポートブランドを中心にここでしか買えない１

点ものなど豊富に取り揃えております。

4 ハローキティジャパン

キャラクターアパレル＆グッズメーカー「コスパ」の公式店『コスパ秋葉原』の

出張店舗です！　日本からのおみやげに、世界中で人気のアニメ・ゲー

ム・マンガのグッズをぜひどうぞ！

全国700店舗以上を展開するシューズ専門店がついに空港初出店！

スニーカーからレディス、ビジネスシューズまで幅広い品揃えで皆様のご来

店をお待ちしております。

世界中で愛されているハローキティやサンリオキャラクターのお土産ショッ

プ。

“旅”をテーマに機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムを集めたトラベル

グッズのセレクトショップが、空港初出店。

空港限定取り扱い商品もご用意しております。

アーバンリサーチがプロデュースする、「トラベル」と「ギフト」をキーワードにし

た新コンセプトショップ。”旅”をより楽しくするクリエイティブなアイテムをセレ

クトし、世界に向けて発信します。

10 Smith

ステーショナリーメーカー「デルフォニックス」の直営店。

オリジナルを中心に、国内外から機能的でデザイン性に優れた文具や革

小物、服飾雑貨などを取り揃えています。旅行

用品や、国際空港ならではの限定アイテムも。

「russet」より旅を中心としたアクティブシーンに最適な機能的アイテムを

提案。快適、かつ上質な旅をサポートいたします。

11 override

「Sence of Japan」をコンセプトに日本が持つ独特の『感性』『感覚』

『感動』を大切にしながら、普遍と革新に満ちた帽子作りにチャレンジ。

ストアコンセプトに『Peaceful』を掲げ、

帽子の楽しさを全ての方々に提供している。

岩座

URBAN RESEARCH

TRAVEL&GIFT

3

8

5

9

ラシット 　フォー トラベ

ラー

番

号

ストンプスタンプ

1 OMISE PARCO

2

コスパ秋葉原

ナリタサテライトステー

ション

6 Travel  Shop Gate

13 ラムフロム

「ラムフロム」は現代アートとデザインをテーマにしたセレクトショップ。世界

的に著名な「草間彌生」などの作品をモチーフに使った、アートなアイテム

を豊富に取り揃えております。

第1ターミナル中央ビル4階 「AIRPORT MALL」

新規出店店舗リスト

店舗名

パルコが「旅という生活の必需品」をテーマに、日本ならではのテクノロ

ジー、伝統、アイデアを活かしたデザイングッズをセレクト。

個性的なおみやげや旅で使える

機能的なファッションアイテムなども揃えます。

7

いにしえから受け継がれた「日本の美しい心」をテーマに、石のアクセサリー

や雑貨類をお届けします。

キャス・キッドソン

ファッション雑貨・インテリアを中心としたライフスタイル商品を扱う英国ブラ

ンド。クリエイティブ・ディレクターのキャス・キッドソンが伝統的な英国スタイ

ルにポップな感覚を取り入れ、独創的な世界観を

提案します。

12

空港初出店 

空港初出店 

空港初出店 

空港初出店 

空港初出店 

空港初出店 

空港初出店 

空港初出店 

空港初出店 

空港初出店 

※           : 店舗名(ブランド名)として国内空港初出店の店舗 

空港初出店 

空港初出店 



業   態

会社名

ショップコメント
番

号
店舗名

カフェ

株式会社グルメ杵屋

レディスファッション、ファッション雑

貨

株式会社サマンサタバサジャパンリ

ミテッド

和菓子・洋菓子

日本空港ビルデング株式会社

今治タオル製品

株式会社エイトワン

アクセサリー、雑貨

株式会社ビー・エル・シー

和雑貨(てぬぐい等）

株式会社かまわぬ

靴下

タビオ株式会社

ファッション、ファッション雑貨

株式会社聖林公司

ステーショナリー、雑貨

株式会社デザインフィル

ファッション雑貨

株式会社SWATi

ニットサンダル

オレンジトーキョー株式会社

アウトドア用品、トラベル用品

株式会社エイアンドエフ

水着

株式会社三愛

カフェテリア

株式会社ティエフケー

27

ＣＡＦＥ＆ＤＩＮＩＮ

Ｇ　Ｎ’ｓ　ＣＯＵＲＴ

第１ターミナル店

カジュアルフレンチ＆自然食をコンセプトとしたこだわりのデリと多彩な料理

をラインアップした第１ターミナル最大級のカフェテリア。

24

25

26

18

19

23

22

20

すてきな水着を中心におしゃれなビーチスタイルを提案するＳＨＯＰ「三

愛水着楽園」がオープンします。トレンドのバンドゥビキニをはじめとした

様々な種類の水着でお客様一人一人に合うビーチスタイルをご提案いた

します。

meri matka

1足1足、職人がふかふかに手編みしたルームシューズ「MERI」。指先に

縫い目が無く、かかとを作る事でより優しい履き心地の指割れ靴下

「TUTUMU」。機内やホテルで愛される

「旅する足」と空を飛んで世界へ。

A&F COUNTRY

世界のアウトドア商品からトラベル商品を厳選して展開致します。こんな

ものがあったら良かった。とか、日ごろなかなか見られないトラベル商品も

数多く取り揃えました。

皆さんの旅のお供に是非お立ち寄りください。

21 ブルーブルージャパン

代官山『OKURA(オクラ)』のメインブランド・ブルー ブルー ジャパンを扱う

お店です。日本ならではの素材や日常着をモチーフに、豊かな四季を感

じ、心地よく過ごせる上質なオリジナル商品を

提案しています。

365 DE SWATi

トラベラーズファクトリー

エアポート

まめぐい

伊織

カタカナパンダ

365日ワクワクする空間。世界の人々が毎日利用する空港で一期一会

を大切にギフトをご提案します。成田空港で皆様と出会えることを楽しみ

にしています！！

中目黒の路地裏にある『トラベラーズノート』の基地、「トラベラーズファクト

リー」が成田空港に初のブランチを出店。旅をカスタマイズするための道具

をテーマに、手にするだけで旅がもっと楽しくなるステーショナリーや雑貨な

どをご用意。さらに空港限定商品も登場!

まめな雑貨と　まめな暮らし　まめな贈り物。

ほど良く手軽で、思わず微笑んでしまうような和みのものたちを取り揃えま

した。ちょっとした手土産に、日々の暮らしに、

そして旅の思い出に・・・。

Tabio on the

Ground

Tabioでは、Made in Japan にこだわり、長年の経験を積み、繊細な

技術を持つ職人が編みたてた靴下をご用意しております。最良の履き心

地のために、何万という糸から選ばれ、掛け合わされた靴下をぜひお試し

ください。

17

16 東京食賓館  おもたせ処

日本の代表的な和菓子を扱う『老舗』と、日本で今まさに愛される『旬の

菓子を扱うお店』をMIXした鮮度の高い銘菓のセレクトショップです。大

切な方へのまごころ込めた『おもたせ』として、是非ご利用ください。

14
ターミナルカフェ　アスペ

ラ

落ち着いた雰囲気の新しいカフェ。

パスタメニューとケーキは川越達也プロデュースによるアスペラオリジナル商

品です。

15

サマンサタバサがプロデュースする初のファストファッションブランド、

「Samantha & chouette」。サマンサタバサらしいトレンド感溢れるデ

ザインを取り入れながらも、女性が気軽にファッション

を楽しめる価格帯が魅力。

タオルを通じて人々のライフスタイルをより豊かにするという思いのもと、普

段使いから贈り物まで、幅広い商品を取り揃えております。今治タオル

を、そして日本のものづくりの高い技術力を世界中

にお届けします。

おもしろ日本感、満載のお店です。アクセサリーを中心に、お茶目で、可

愛く、ポップな雑貨を、ボリューミーに取り揃えてお待ちしております。

サマンサ＆シュエット

ギャラリー

三愛水着楽園

空港初出店 

空港初出店 

空港初出店 

空港初出店 

空港初出店 

空港初出店 

空港初出店 

空港初出店 

空港初出店 

空港初出店 

※               :   店舗名(ブランド名)として国内空港初出店の店舗 空港初出店 
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