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２４時間国際拠点空港化に向け、新たな機能を羽田に提供

「羽田エアポートガーデン」４月２１日（火）グランドオープン
ホテル ヴィラフォンテーヌ羽田空港 ／ 展望天然温泉「泉天空の湯 羽田空港」

９０店舗の多彩なラインナップのショッピングゾーンとレストラン他

2020年2月27日

住友不動産株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：仁島 浩順）及び、羽田エアポート都市開発

株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：津村 健二）は、2020年4月21日（火）、東京都大田区羽田

空港2丁目に羽田空港直結複合開発プロジェクト「羽田エアポートガーデン」をグランドオープンいたします。

あわせて、日本文化を感じられる名産品や旅行グッズ、服飾雑貨といった60店舗のショッピングゾーンと30店

舗の飲食店が決定いたしましたのでお知らせいたします。

完成予想図

※建物等の状況がわかりやすいよう、建物北側の立体駐車場を透過して描いています。

街区名である「羽田エアポートガーデン」は、『人が集い、

賑わいが生まれる街』にしたいという思いを込め、人々が

集まる場をイメージして「ガーデン」と名付けました。

本施設は、羽田空港24時間国際拠点空港化に伴い求められる多様なニーズに対応する宿泊機能として、

世界のハブ空港にふさわしいホスピタリティと機能性を兼ね備えた国際線ターミナル直結・日本最大※1,717室

のエアポートホテルとなるグレードの異なる2つのホテルを核に、国際交流機能強化のため、約2,400㎡の羽

田空港最大MICE対応のイベントホール・会議室や富士山・飛行機を望む約2,000㎡の日本初空港直結・展望

天然温泉、これまでになかった地方都市・観光地へのルートも確保したバスターミナル、日本の玄関口にふさ

わしい90店舗の多彩なラインナップから成る商業施設を備えた複合開発プロジェクトとなります。
※日本国内における空港敷地内ホテルの室数で、本計画の1,717室は日本最大です。（当社調べ2019年1月）

羽田エアポート都市開発株式会社

住友不動産株式会社

「羽田エアポートガーデン」外観／完成予想図



施設名 用途 概要

住友不動産 ホテル ヴィラフォンテーヌ プレミア 羽田空港 ホテル

全160室、33㎡～173㎡まで全6タイプ。

全室リバービューの開放的な眺望、選び抜か
れたこだわりの設えに囲まれるゆとりある客
室をご提供するラグジュアリーホテル。

住友不動産 ホテル ヴィラフォンテーヌ グランド 羽田空港 ホテル
全1,557室、18㎡から42㎡までの全13タイプ。

ダブル・ツイン・和洋室・レディースルーム等、
1～4名まで対応可能なハイグレードホテル。

住友不動産 ショッピングシティ 羽田エアポートガーデン 商業施設

日本文化を感じられる名産品の数々から服
飾・雑貨等、旅行グッズやお土産に便利な全
60店舗。そしてホテル内レストランからフード
コートまで多彩なニーズに対応する全30店舗
の飲食店をご用意。

泉天空の湯 羽田空港 温泉

日本初、空港直結の大規模天然温泉。24時
間営業でホテル宿泊者はもちろん、空港利用
者も利用可能。飛行機や富士山を眺めなが
ら楽しめる展望露天風呂をはじめ、4種の内
湯などが楽しめる。

ベルサール羽田空港 ホール・会議室

約700名まで収容可能な大型イベントホール
から会議室・バンケット（10室）で、国際会議
や学会、催事など空港直結MICE会場として
ご利用可能。

羽田エアポートガーデン バスターミナル バスターミナル
羽田空港と日本各地を結び、アクセスを向上
させる機能を担う15バースのバスターミナル。

■ 構成施設概要

街区開発の詳細については、下記より当社ホームページ掲載のニュースリリースをご覧ください。

●2019年12月10日発表 「羽田エアポートガーデン」プロジェクト発表

http://www.sumitomo-rd.co.jp/uploads/20191210_release_HANEDA-AIRPORTGARDEN-PJ_happyou.pdf

※建物等の状況がわかりやすいよう、建物北側の立体駐車場を透過して描いています。
※隣接地の開発計画により駐車場は利用できなくなる可能性がございます。

https://www.sumitomo-rd.co.jp/uploads/20191210_release_HANEDA-AIRPORTGARDEN-PJ_happyou.pdf


◆「住友不動産 ホテル ヴィラフォンテーヌ プレミア 羽田空港」

ラグジュアリーホテル全6タイプ 160室

世界のハブ空港にふさわしく、世界各国・日本各地のVIPやビジネス・観光で羽田をご利用になられる

方々に選ばれる、ホスピタリティと機能性が充実した2つのホテルが誕生します。

フォンテーヌスイート リビングルーム

空港におけるフルサービスのラグジュアリーホテルの客室数は少なく、今般新たなラグジュアリーホテル

ブランド「ヴィラフォンテーヌ プレミア」を立ち上げます。ドアマンによるお出迎え、経験豊かなコンシェルジュ

による滞在サポート等、ゆとりある滞在を楽しめるおもてなしが充実したフルサービスホテル。ラグジュア

リーホテルならではのサービスとこだわりの客室設備で、より一層快適にお過ごしいただけます。

33㎡の客室から173㎡のスイートルームまで、全室シャワーブースを完備した全6タイプ、160室をご用意。

リバービューの開放的な眺望、選び抜かれたこだわりの設えに囲まれるゆとりある客室をご提供します。

日本最大1,717室の空港直結エアポートホテル

※画像は全て完成予想図及び、イメージです

◆ 「住友不動産 ホテル ヴィラフォンテーヌ グランド 羽田空港」

多様なニーズに対応する全13タイプ1,557室

旅行・出張・MICE等、多様なシーンに対応する充実の装備と機能性で、お客様の上質な滞在をご提供

するハイグレードホテル「ヴィラフォンテーヌ グランド」として新たにブランド化しました。対面フロントに加

え、自動チェックイン機を導入するなど、ゲストのフローを最適化することで、快適な滞在を演出します。

スーペリアツイン

また、ダブルルーム、ツインルームに加え、3～4名様ご利用の客室、畳のある和洋室やレディースルー

ム、車イス使用者にも対応可能なバリアフリールームなどお客様の様々なニーズに応える全13タイプ、

1,557室の客室をご用意しております。

和洋室 コンフォートダブル

ダブル レディースダブル

フォンテーヌスイート ベッドルーム

2020年4月2１日ご宿泊より予約受付中です



※掲載画像はすべてイメージです

飛行機や富士山を望むことができる展望露天風呂

※夜間清掃（深夜2:00～5:00）は入浴施設の利用は不可（予定）。休憩室やレストランなどはご利用いただけます。

施設最上階には約2,000㎡の広さを誇る大規模天然温泉を設けます。国際拠点空港化に合わせ、早朝か

ら深夜まで24時間営業※でホテル宿泊者はもちろん、空港利用者の癒しの空間としてご利用いただけます。

飛行機や富士山を眺めながら楽しめる展望露天風呂をはじめ、4種の内湯のほか、3種の岩盤浴や2種の

サウナ、 マッサージ、アカスリのサービス等の充実の設備と各種サービスに加え、眺望の良いレストラン併

設など、都市型の大規模天然温泉としています。

◆大規模天然温泉「泉天空の湯 羽田空港」

富士山・飛行機を望む約2,000㎡の日本初 空港直結の展望天然温泉

4種の内湯、3種類の岩盤浴などが充実

旅行グッズやお土産まで揃うショップと多彩なレストラン90店舗

◆「住友不動産 ショッピングシティ 羽田エアポートガーデン」

ショッピングゾーンでは、日本文化を感じられる

名産品の数々が揃う「ジャパンプロムナード」、服

飾・雑貨等をお求めいただけるショップが並ぶ「羽

田参道」、ご旅行に必要なものをお求めいただける

「ドラッグストア」、「大型コンビニ」など商業施設内

には、空港をご利用される旅行者にとって便利な

60店舗がございます。

また、ホテル直営の6つのレストラン・カフェ・ラウ

ンジのほか、フードコートやバラエティに富んだレ

ストラン・軽飲食店と合わせて、30店舗ご用意して

おります。

2層吹き抜けの開放的なショッピングゾーン

Haneda Collectionジャパンプロムナード 羽田参道

イタリアンレストラン（ヴィラフォンテーヌ プレミア内） ブッフェ（ヴィラフォンテーヌ グランド内）



羽田空港最大、約2,400㎡のＭＩＣＥ対応のイベントホール、会議室・バンケット

「ベルサール羽田空港」は、約700名まで収容可能な大型イベントホール（1,140㎡・天井高4.5m）、会議

室・バンケット（10室）で、国際会議や学会、催事など空港直結MICE会場としてご利用可能です。

約700名まで収容可能な大型ホール（イメージ）

◆「ベルサール羽田空港」

羽田空港と日本各地をダイレクトに結ぶバスターミナル

また、「グランドホワイエ」はイベントホール、会議室、バンケットとワンフロアでの一体利用も可能で、多

彩なイベント会場として様々なニーズに幅広くご活用いただけます。

開業後、段階的に路線が整備され、将来的には1日

約800便が発着する予定です。また、雨の日にも濡れ

ずに乗車可能な室内待合施設は、ショッピング・飲食

ゾーンにも隣接しています。

バスターミナル待合施設

中長距離

青森・山形・秋田・仙台・

福島・三島・草津・長野・

白馬・新潟・名古屋・金沢・

大阪・京都・鳥取・徳島 他

近距離

大森・蒲田・川崎

都心・近郊

新宿・東京・池袋・

浅草・ｽｶｲﾂﾘｰ・成田空港・

木更津・日光・

鎌倉・箱根 他

運行予定の行き先例 ※認可申請中

◆「羽田エアポートガーデンバスターミナル」

※バスルートは予定です

羽田空港と日本各地を結び、アクセスを向上させる機能を担う15バースのバスターミナル。新宿、東京な

ど都内の主要駅への都心路線はもちろん、白馬、草津温泉などの観光エリアや地方都市（東北、北関東、

中部、北陸、近畿、中国、四国）と羽田空港を結ぶ新ルートを含む中長距離路線などが運行予定です。

※行先・便数は見込みであり、今後変更になる可能性があります。

※掲載画像はすべてイメージです



日本の銘品に出会える『ジャパンプロムナード』

古き良き日本の文化を今へ伝える、物販や食物

販店舗をご用意しました。日本の伝統色を使用し

た暖簾がかかるストリートに、全15店舗が軒を連

ねます。そのうち9店舗が京都や福井、静岡など

から東京エリアに初出店となります。

くろちく
日本の伝統を伝え
続ける和雑貨

Bakery MIYABI
宮家献上品の高級デ
ニッシュ食パン
「MIYABI（ミヤビ）」

白竹堂
創業1718年の京扇
子や飾り扇子

杉養蜂園
創業70年以上にな
る蜜蜂の飼育数日
本一の蜂蜜屋

福井洋傘
1972年創業、
福井県の洋傘

ペーパーグラス東京
世界に誇れる薄型眼
鏡を、眼鏡の聖地「鯖
江」からお届け

茂助だんご
築地魚市場で育った
茂助だんごと和菓子、
場外不出の玉ぞう
も初登場

くらづくり本舗
創業明治２０年、
｢小江戸・川越｣で育
まれた和菓子の老舗

HARIO Satellite
創業100年、
日本の耐熱ガラス・
家庭用品メーカーの
ブランドショップ

老舗ヤマト屋
創業明治２５年、
百年以上続く
老舗バッグメーカー

boco STORE
世界初完全ワイヤ
レス骨伝導イヤホ
ン「earsopen®︎
PEACE」

金粂
ミシュラン三ッ星か
らも愛される「尾粂」
が、せいろ飯「金
粂」オープン

日本茶きみくら
静岡をはじめとした
日本各地から厳選
したお茶の葉が集
まる日本茶専門店

パパブブレ
熟練職人が店頭で
実演製造する
キャンディショップ

京都 茶寮翠泉
京都宇治抹茶を使
用した和カフェ

東京初

新業態

東京初

新業態

東京初

新業態

東京初

新業態 東京初 東京初

東京初 東京初 東京初

※2月27日時点の出店予定店舗となります
※掲載画像はすべてイメージです



旅先もおしゃれに・美しく・快適に過ごせるアイテムが揃う『HANEDA COLLECTION』

Waterfront
天気に左右されないいつで
もそばにいる折りたたみ傘
専門店

LOVE CHROME TOKYO
ブランド初店舗！
日本で開発された最新技術
「JP CHROME-TECH®︎」を
活用し、特殊表面加工を
おこなったヘアコーム

TAKUMI 多組
自然素材を使用した木や
紙の平板を組み立てて作
るギフトショップ

Maison de FLEUR
女性のためのギフトショップ。
フレンチテイストをベースとし
た上質なライフスタイルアイ
テムを提案

アクシージア
日本初となる直営1号店を
オープン。化粧品＆サプリメン
ト、トータルビューティーを提案

アンプルール
東京初出店！
皮膚科医が開発したメディカル品
質。美白、エイジングケア。肌の
お悩みに応じたスキンケアを提案

ACCOMMODE
上質な遊び心をもつ大人の
ためのラフでPOPでユニー
クなバックと雑貨のブランド

エクスジェル シーティングラボ
体圧分散と身体を優しく支える
新素材”エクスジェル”を使用し
たクッション専門店

Anker Store
米国や日本、欧州各国のEC
市場でベストセラーや売上1
位に輝く"充電"のグローバ
ルリーディングブランド
「Anker」が展開する直営店

ロックポート エクスプレス
ボストン生まれのレザー
シューズブランド。国内どこ
でも無料でお届け、旅の途
中に「気軽に手ぶらでショッ
ピング」

スリーフォータイム
少しのユーモアと、ちょっとし
たIROKEと明るさをそえてお
届けする雑貨ブランド

atoa.
MADE IN JAPANの帽子を中
心に、相棒のように持ち歩き
たくなる服飾雑貨を展開

エステプロ・ラボHANEDA TOKYO

全国の美容施設13000店舗
に導入実績を誇るインナー
ビューティブランド

Biju mam
コンセプトは「オトナが使える
デコラティブ！！」
世界各国の職人によるカラフ
ルなオリジナル商品を展開

LAULEA
「魅られる女性」になるために世
界中から集めた魅力的なリゾー
トアイテム。ビキニという衣装で
素敵に表現し、新しいビーチスタ
イルを発信

andè TOKYO
国内初！
日本生産の靴下をはじめ、古
き良き日本の四季や文化を感
じるファッションアイテムを提案

ちふれグループ
ちふれグループの直営店とし
てオープン。グループ内ブラン
ドが集結したコスメショップ

時計倉庫TOKIA
アジア・ヨーロッパ・アメリ
カなどから直輸入したバリ
エーション豊かな腕時計
専門店

旅行先へ“プラスワン”で持って行きたいアイテム

が勢揃い。水着や帽子、靴下といった旅先でもファッ

ションを楽しめるアイテムから、モバイルバッテリー

や折りたたみ傘といった、旅をより快適にサポートす

るショップを揃えております。星空をイメージしたきら

めきの空間で、お気に入りを見つけてください。

東京初

新業態

東京初

新業態

東京初

新業態

東京初 東京初

※2月27日時点の出店予定店舗となります
※掲載画像はすべてイメージです



多彩なショップが並ぶ『羽田参道』

山古志本舗
新潟県長岡市の特産品の販売をしてお
ります。主に山古志地区の棚田と湧き
水で採れたお米、そのお米を使った加
工品やお菓子、お酒を販売しております。

COPIC BRAND STORE
世界中のあらゆる分野のアーティスト、
デザイナーが愛用するカラーマーカー
「COPIC」初のオフィシャルストア

京都 六角館さくら堂
【関東初進出】
京都の中心地「四条」「烏丸」にあ
る化粧筆専門店

si gu sa
お箸、食器、メッセージカード、お香、
バッグなど、日常生活に欠かせないア
イテムを豊富に取り揃えております。

連続する鳥居のような設えが特徴的なゾーンでは、お土産に最適

な日本酒や和菓子、お煎餅などの食物販から、キャリーケースやビ

ジネスバッグなど旅の必需品まで取り揃えております。人気のキャラ

クターショップもあり、お子様も楽しめるゾーンとなっております。

DHC免税店

T-shirts&Souvenirs
SPARKLE

東京初

新業態

東京初

新業態

東京初

新業態

東京初

東京初 東京初

※2月27日時点の出店予定店舗となります
※掲載画像はすべてイメージです



明日を快適に過ごすための物販・サービス

上質な商品を購入することができるショップや自分へのご褒美タイムを楽しめるビューティーサロンから、

快適な旅に欠かせない通信環境の手配やドラッグストアまで、旅の始まりにも、終わりにも“あったらいい

な”をご用意しました。

GTN
短・中長期滞在の外国人の窓口として、
サービスレジデンスや会議室の手配、SIM
カード販売、モバイルWiFiのレンタル等を
10言語以上で対応します。観光案内所も
兼ねる予定で、観光案内冊子も各種お取
り揃えいたします。

TOBI・BITO SWEETS TOKYO
世界を魅了するアイテムから全国各地の人
気スイーツがここに集結！
ご当地限定はもちろん百貨店系菓子も取り
扱っております。また、全国で初出店となる
国立博物館公認アイテムもございますので、
ぜひお越しください。

TOBI・BITO SOUVENIR TOKYO
「TOKYO MIRACLE！」をコンセプトに世界
で人気のジャパニーズアニメグッズから、手
仕事が美しい伝統工芸、拘りの食材や日本
酒まで、日本でのミラクルな感動を手土産
としてセレクトしたお店です。

北海道くらし百貨店
「北海道と、暮らそう。」をコンセプトに、道内
の魅力ある素材を日本、世界の日常の中
に届け続けるライフスタイルショップ。 店内
には道産食材を利用したお惣菜も用意。

Beauty Connection
「Beauty Entertainment」をコンセプトに、
新しい美の可能性を探求、発信していく
ビューティーサロンです。
美容機器、コスメ、エステ、美容ドリンクを
取扱い、一人ひとりがもつ、潜在的な美と
の出会いを提供します。

KOKUYODOORS
1905年創業の文具メーカー「コクヨ」の
直営店。ユニークなこだわりがギュッと
つまった、日本品質の文具に触れる入
り口となるショップです。

りらくる GREEN プラス
全国640 店舗以上展開する本格もみほぐし
「りらくる」が、新ブランド「りらくるGREEN プ
ラス」をオープンします。
上質な空間で厳選されたセラピストによる
オールハンドの施術を体験いただけます。
フライト前後の疲れを癒しに是非お越しくだ
さい。

人気のご当地スイーツ・ジャパニーズアニメグッズがココに集結

東京初

新業態

東京初

新業態

東京初

新業態

東京初東京初

新業態

紀ノ国屋
『上質な「食」を通じて、より
良い旅を。』をコンセプトに、
気軽においしい食とワイン
を楽しめる体験型の新業
態セレクトショップ。
旅の始まりに、旅の締めくく
りに、気軽に特別な時間を
過ごしていただけるコンパ
クトサイズのお店です。

東京初

新業態

※2月27日時点の出店予定店舗となります
※掲載画像はすべてイメージです



魅力あふれるレストランとフードコート

本施設1階と2階には、バラエティに富んだレストランをご用意。

また移動の合間にサクッと食べるのにうってつけのフードコート

（フードホール）には、５種類のお店と約230席の客席がありま

す。その日のプランと気分に合わせてお楽しみください。

カレーは日本の国民食
金沢カレーブームの火付け役、「美味しいカレーを世の中に広め、
世界を元気にする事」をミッションとし全世界展開する「ゴーゴーカ
レー」と約50年の歴史を持つ本格インドカレー店「マハラジャ 」が
タッグを組んでカレーを提供します。ハラールメニュー＆テイクア
ウトもOKです。

五代目 花山うどん
創業125年の花山うどん。五代目橋田高明
がつくり出す逸品は各麺の祭典でグランプリ
を連続で受賞。50年の時を経て復刻したもち
もちの幅広うどん【鬼ひも川】を看板メニュー
とした、こだわりの一杯を提供しております。

魚馳走居酒屋 うまいよ魚旨いよ魚
日本近海から鮮度にこだわった『旨い魚』を取り寄せ、鮨をはじ
め刺身や天布羅など素材の味を存分に活かし職人技で仕上げ
る魚料理の数々が自慢。日本全国の蔵元から厳選した銘酒を
豊富に取り揃え、和食と日本酒との妙味を心ゆくまで愉しめます。

築地すし好 匠
本格江戸前寿司がお気軽に、リーズナブルなお値段で堪能い
ただけます。目利きのプロ達が 東京中央卸売市場で毎朝仕入
れる新鮮な魚を、熟練された職人が丁寧に仕込み、本格江戸
前寿司をご提供致します。

うなぎ四代目菊川
創業90年の鰻卸問屋が、鰻の美味しさを広く伝えるべく東京初
出店。備長炭の強火で繊細に焼き上げる鰻は、外はパリッと香
ばしく、食感はふわっと肉厚。切り分けずに仕上げる一本鰻をぜ
ひご賞味下さい。

大江戸フードホール
東京の食材を豊富に使った海鮮重や麺類、肉料理な
どを気軽に楽しめる『江戸』をテーマにしたフードホー
ルです。江戸を現代風にアレンジした心地良い空間で、
年齢国籍問わずごゆっくりお過ごしください。

東京初

新業態

東京初

東京初

東京初

新業態

東京初

新業態

※2月27日時点の出店予定店舗となります
※掲載画像はすべてイメージです



ホテルレストラン＆カフェ

「住友不動産 ホテル ヴィラフォンテーヌ」の宿泊者の方だけでなく、『羽田エアポートガーデン』へお越しい

ただきました皆さまにご利用いただけるホテルレストランやバー、カフェをご用意しております。一部店舗は

空港の発着時間に合わせて早朝から深夜まで営業しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。

オールデイダイニング グランドエール
空港の発着時間に対応し、おひとり様はもちろん、団体利用に適した個
室（20〜100名）もご用意しております。
和洋中のビュッフェをご用意し、目の前でシェフが調理するライブキッチ
ンでは、できたてのお料理もお楽しみいただけます。パンケーキやパ
フェをデコレーションできるデザートステーションや小さなお子さま向け
のベビービュッフェもございます。23時～2時は47都道府県のお酒、日
本銘柄を豊富に取り揃えるバーとして営業いたします。

イル リストランテ トーキョー
朝の5時から夜22時まで営業しており、窓側の席はすべて多摩川沿いの
リバービューとなっております。90席確保し、個室は30名までご利用いた
だけます。天井高4mある解放的な空間で、モーニングはメイン料理を
オーダー制としたライトビュッフェ、ディナーにはエアポートホテルという特
性上、ショートコース料理もご用意しております。また、ソムリエが料理に
合わせたお酒をご提案いたします。

バー＆ラウンジ ザ・スローン
リバービューを楽しめるバー＆ラウンジで
は、日本銘柄のワイン・ウイスキー等も豊
富に取り揃えておりま。オリジナルカクテル
もご用意しております。

ツリー プラス コーヒー
軽食はもちろんホテルメイドのクロワッサン
やパンケーキを提供いたします。ショッピン
グや観光の休憩に、飛行機やバスで移動
する間のワーキングスペースとしても利用
いただけます。

カフェ ヴィラフォンテーヌ
「ホテル ヴィラフォンテーヌ」４階フロント
前にあるため、お待ち合わせに最適です。

お食事処 泉天空
展望天然温泉「泉天空の湯」にあるお食
事処。居酒屋メニューを中心とし、お子様
向けのメニューもご用意しております。

・営業時間 / 5:00～26:00
・席数 / 約285席
・個室 / 100名まで対応可

・営業時間 / 5:00～22:00
・席数 / 約90席
・個室 / 30名まで対応可

※2月27日時点の出店予定店舗となります
※掲載画像はすべてイメージです



「住友不動産 ショッピングシティ 羽田エアポートガーデン」店舗一覧

■ ジャパンプロムナード １５店舗 （東京初 ９店舗）

店名 店名（フリガナ） 業態 東京初 SC初 新業態

くろちく クロチク 和雑貨 ●

Bakery MIYABI ベーカリー ミヤビ
ベーカリー ● ● ●

白竹堂 ハクチクドウ 扇子・和小物 ●

杉養蜂園 スギヨウホウエン はちみつ

福井洋傘 フクイヨウガサ 傘 ● ● ●

ペーパーグラス東京 ペーパーグラストウキョウ 老眼鏡、眼鏡

茂助だんご モスケダンゴ 軽食・喫茶・和菓子

くらづくり本舗 クラヅクリホンポ 和菓子 ●

HARIO Satellite ハリオ サテライト キッチン雑貨 ● ● ●

老舗ヤマト屋 シニセヤマトヤ バッグ ● ● ●

住友不動産の施設でお買い物がお得になる提携クレジットカード

この度、「住友不動産 ショッピングシティ 羽田エアポートガーデ

ン」および有明で開発を進めている「住友不動産 ショッピングシ

ティ 有明ガーデン」において、お買い物いただくと特典が付いてく

る提携クレジットカードを発行します。住友不動産ショッピングシ

ティでのお買い物実績に応じて、お買い物・お食事券をお届けする

オリジナル特典を提供いたします。加えて、本カードをご利用いた

だくことで、イオングループ店舗での特典も受けられるお得なカー

ドです。

－ カード特典 －
特典１ ： 羽田エアポートガーデン、有明ガーデンでのカードご利用50,000円(税込）ごとに1,000円分の

「お買物・お食事券」をプレゼント

※住友不動産ショッピングシティ内、対象店舗でご利用いただけます。

特典２ ： イオングループの対象店舗なら、「ときめきポイント」がいつでも基本の2倍！

特典３ ： 毎月20・30日の「お客様感謝デー」は、

全国のイオングループ各店舗にてカードのご利用でお買い物代金が5％オフ

＜カードデザイン＞

■ カード概要

カード名称：住友不動産ショッピングシティ イオンカード

入会金・年会費：無料（カード盗難補償が無料） ／ 電子マネー：WAON機能搭載 ／ 国際ブランド：VISA

入会方法：2020年2月14日（金）よりイオンカード公式ホームページ「暮らしのマネーサイト」より申し込み可能。

※「住友不動産 ショッピングシティ イオンカード」の誕生を記念して、2月14日（金）より4月15日（水）まで、

インターネットからのお申込みで最大8,000円相当の「ときめきポイント」をプレゼント！

※2月27日時点の出店予定店舗となります



「住友不動産 ショッピングシティ 羽田エアポートガーデン」店舗一覧

■ HANEDA COLLECTION １８ 店舗 （東京初 ５ 店舗）

店名 店名（フリガナ） 業態 東京初 SC初 新業態

スリーフォータイム スリーフォータイム ファッション雑貨

Waterfront ウォーターフロント 傘 ●

atoa. アトア 帽子 ● ● ●

LOVE CHROME TOKYO ラブクロム トウキョウ 美容用品 ● ● ●

TAKUMI 多組 タクミ クラフトウッド・クラフトペーパー ●

Maison de FLEUR メゾンドフルール ファッション雑貨

アクシージア アクシージア 化粧品 ● ●

エステプロ・ラボ HANEDA TOKYO エステプロ・ラボ ハネダ トウキョウ サプリメント・栄養補助食品

時計倉庫TOKIA トケイソウコトキア 時計・修理

アンプルール アンプルール 化粧品 ●

Biju mam ビジュ マム アクセサリー

ACCOMMODE アコモデ バッグ・アクセサリー

エクスジェル シーティングラボ エクスジェル シーティングラボ クッション

Anker Store アンカーストア スマートフォンアクセサリー

ロックポート エクスプレス ロックポート エクスプレス バッグ・シューズ・革小物

LAULEA ラウレア 水着

andè TOKYO                                                                                                                   アンデ トウキョウ ソックス・ファッション雑貨 ● ● ●

ちふれグループ チフレグループ 化粧品

店名 店名（フリガナ） 業態 東京初 SC初 新業態

boco STORE ボコストア 骨伝導イヤホン・スピーカー ●

金粂 キンクメ せいろ飯

日本茶きみくら ニホンチャキミクラ 日本茶 ● ●

パパブブレ パパブブレ キャンディ・グミ

京都 茶寮翠泉 キョウト サリョウスイセン 甘味処 ● ●

※2月27日時点の出店予定店舗となります



「住友不動産 ショッピングシティ 羽田エアポートガーデン」店舗一覧

■ 羽田参道 １７ 店舗 （東京初 ６ 店舗）

店名 店名（フリガナ） 業態 東京初 SC初 新業態

MSPC PRODUCT エムエスピーシープロダクト バッグ

DHC免税店 ディーエイチシーメンゼイテン 化粧品・健康食品 ● ●

AOJIRU SHOP 33 アオジル ショップ サンサン 青汁 ●

ささら屋 ササラヤ せんべい

T-shirts & Souvenirs SPARKLE ティーシャツアンドスーベニアスパークル Ｔシャツ・土産品 ●

山古志本舗 ヤマコシホンポ 食料品・酒・生活雑貨 ● ● ●

恵比寿豆園 エビスマメゾノ きんつば

吉祥寺菊屋 キチジョウジキクヤ 和食器・キッチン雑貨

ビクトリノックス ビクトリノックス バッグ・時計・ナイフ

しろたんフレンズパーク シロタンフレンズパーク キャラクター雑貨

京都 六角館さくら堂 キョウト ロッカクカンサクラドウ 化粧筆 ●

COPIC BRAND STORE コピック ブランド ストア 文具 ● ● ●

ＯＪＩＣＯ オジコ レディス・メンズ・キッズ

si gu sa シ グ サ 箸 ● ● ●

HIPSHOP ヒップショップ アンダーウェア

羽田ガシャポンガーデン ハネダガシャポンガーデン カプセルトイ

CHOYA SHIRT チョーヤシャツ シャツ

■２階物販＆サービス １３ 店舗 （東京初 ６ 店舗）

店名 店名（フリガナ） 業態 東京初 SC初 新業態

リーベンハウス リーベンハウス コンビニエンスストア ●

ローソン ローソン コンビニエンスストア

りらくる GREEN プラス リラクル グリーン プラス リラクゼーション ● ● ●

GTN ジーティーエヌ 外国人向け生活総合支援サービス ● ● ●

TOBI・BITO  SWEETS TOKYO トビ・ビト スイーツトウキョウ 土産品 ● ● ●

マツモトキヨシ マツモトキヨシ ドラッグストア

Beauty Connection ビューティー コネクション 美容用品

KOKUYODOORS コクヨドアーズ 文具・生活雑貨

GUESS ゲス レディス・メンズ

北海道くらし百貨店 ホッカイドウクラシヒャッカテン 食料品・土産品 ●

紀ノ国屋 キノクニヤ 食料品 ● ● ●

TOBI・BITO SOUVENIR TOKYO トビ・ビト スーベニアトウキョウ 土産品 ● ● ●

アクセスチケット アクセスチケット 外貨両替・チケット売買

※2月27日時点の出店予定店舗となります



■レストラン・カフェ・フードコート １５店舗 （東京初 ５店舗）

店名 店名（フリガナ） 業態 東京初 SC初 新業態

大江戸フードホール オオエドフードホール フードコート ● ● ●

どうとんぼり神座 ドウトンボリカムクラ ラーメン

鳥開総本家 トリカイソウホンケ 鳥料理

しゃぶしゃぶ 但馬屋 シャブシャブ タジマヤ しゃぶしゃぶ・すきやき

石松餃子 イシマツギョウザ 餃子 ●

五代目 花山うどん ゴダイメ ハナヤマウドン うどん

お好み焼・鉄板焼88パチパチ オコノミヤキ テッパンヤキ パチパチ お好み焼・鉄板焼 ●

うなぎ四代目菊川 ウナギヨンダイメキクカワ うなぎ ●

カレーは日本の国民食 カレーハニホンノコクミンショク カレー ● ● ●

梅蘭 バイラン 中華

みそかつ 矢場とん ミソカツ ヤバトン みそかつ

魚馳走居酒屋 うまいよ魚旨いよ魚 ゴチソウイザカヤ ウマイヨサカナウマイヨサカナ 居酒屋 ● ● ●

築地すし好 匠 ツキジスシコウ タクミ 寿司

東京焼肉平城苑 トウキョウヤキニクヘイジョウエン 焼肉

タリーズコーヒー タリーズコーヒー カフェ

＜住友不動産グループ SDGsへの取り組み＞

SDGs（Sustainable Development Goals 持続可能な開発目標）は、 17のゴール（目標）と169のターゲッ

トからなる、持続可能な世界を実現するための国際目標で、 2015年9月の国連サミットで採択された「持

続可能な開発のための2030 アジェンダ」に記載されています。

住友不動産グループは企業価値の持続的な向上を図りながら、事業を通じてSDGs の達成に貢献して

まいります。当開発事業では、次の5つのSDGs（持続可能な開発目標）達成に貢献しています。

「住友不動産 ショッピングシティ 羽田エアポートガーデン」店舗一覧

※2月27日時点の出店予定店舗となります



計 画 名 羽田空港直結複合開発プロジェクト

街 区 名 称 羽田エアポートガーデン

所 在 地 東京都大田区羽田空港2丁目

交 通 京急線「羽田空港国際線ターミナル」駅直結徒歩1分
東京モノレール「羽田空港国際線ビル」駅直結徒歩1分

敷 地 面 積 約43,000㎡

延 床 面 積 約91,500㎡

階 数 地上12階

主 な 用 途 ホテル（ラグジュアリーホテル：160室、ハイグレードホテル1,557室、おもてなしセンター）
温泉、商業施設、イベントホール、会議室・バンケット、バスターミナル 他

スケジュール 2018年4月土地借受・着工、2020年4月21日開業 ※商業エリアは14：00～ オープン

事 業 者 羽田エアポート都市開発株式会社（住友不動産株式会社100％子会社）

運 営 者 住友不動産株式会社（上記事業者より一括マスターリース）

設 計 ・ 施 工 株式会社日建設計・西松建設株式会社

「羽田エアポートガーデン」プロジェクト概要

完成予想図

※建物等の状況がわかりやすいよう、建物北側の立体駐車場を透過して描いています

※画像は全て完成予想図及び、イメージです

完成予想図

＜報道関係者お問い合わせ先＞

住友不動産株式会社 広報部 内藤 TEL：03-3346-1042


