
 

2021 年 8 月 25 日 

ANA FESTA 株式会社 

『ANA FESTA羽田 B1フロアギフト店』 ８/２７(金)リニューアルオープン 
ANA FESTAの全国ネットワークを活かし、日本各地の美味しいものを集めたショップに生まれ変わります！ 

空港内ギフトショップを運営するA N A
エーエヌエー

 FESTA
フ ェ ス タ

株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役社長：鈴木裕二）は、東京

国際空港（以下、羽田空港）第２ターミナルにある「ANA FESTA 羽田 B1 フロアギフト店」を 2021 年 8 月 27 日（金）にリ

ニューアルオープンいたします。 

 

■ 東京にいながら、旅行気分が味わえる『お買いもの体験』をご提供！ 

羽田空港第２ターミナルに位置する「ANA FESTA 

羽田 B1 フロアギフト店」は、東京に特化した商品

ラインナップから、全国32空港の「ANA FESTA」で

人気のカレー、麺類、ごはんのお供を集めたギフト

ショップへと生まれ変わります。 

コロナ禍により、旅行や帰省がままならない今、都

内の自治体アンテナショップやお取り寄せなど、地

方産品に注目が集まっています。 

同店は、飛行機を利用されるお客様のみならず、

「東京にいながらも、旅の気分を味わいたい」「過

去に訪れた土地で味わったものを現地に行けなく

ても、楽しみたい」など、飛行機を利用されないお

客様のニーズにもお応えいたします。 

 

 

ANA FESTA セレクトコーナー ＜商品ラインナップ（一部抜粋）＞ ※価格は全て税込 

 

 

 

 

【北海道】 

商品名（価格） 
①らっきょチキンスープカレー（864 円） 
②木多郎チキンスープカレー（648 円） 
③曼荼羅札幌スープカレー角煮（756 円） 

北海道人気店のスープカレーを揃えまし
た。この機会に様々な名店の食べ比べも
お楽しみいただけます。 

   ①        ②       ③ 
  
 
 
 
 

【福岡県】 

商品名：博多だるまラーメン 

価 格：1,080 円 

博多で人気のラーメン店「博多だる
ま」の味が、ご家庭でも再現できる商
品です。地元に愛され支持されてい
る、背油入りスープと極細麺が特徴
です。 

【山口県】 

商品名：雲丹醤油 

価 格：972 円 

下関のウニ店と醤油店が共同開発した
商品です。豆腐や卵かけご飯など、さ
まざまな料理にお使いいただける使い
勝手のよい「雲丹の調味料」です。 
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■ 地方活性化・地方創生の取り組み 

店頭中央には、「プロモーションコーナー」※１を設け、様々なプロモーションを展開していきます。 

また、一般社団法人離島百貨店※２とタッグを組み、「離島百貨店」コーナーも設置。離島で作られた地場ならではの商

品を取り揃え、“離島と空港を利用されるお客様の橋渡し役”として、地方活性化・地方創生にも取り組んでまいります。 

※１ 第１弾は、「庄内空港 ANA 就航 30 周年」を記念して、山形県庄内地域のプロモーションを予定しています 

※2 離島百貨店とは （https://www.rito-hyakka.jp/） 

一般社団法人離島百貨店（所在地：東京都港区、代表理事：山内道雄）は全国の離島同士や、離島と離島ファンを

つなぐためのプラットフォームを提供。離島が連携することで、会員企業や関係省庁をも巻き込み、相互にメリット

のある形で、事業提案や事業推進のサポートを行っています。また全国の離島のためのアンテナショップ「離島百

貨店（東京・日本橋）および「離島キッチン（東京・神楽坂、札幌）」の運営を通じて離島の生産者を支援。「島に行き

たくなる」商品や料理、体験を提供しながら離島産品の販路開拓に取り組んでいます。 

 
 

プロモーションコーナー  ＜商品ラインナップ（一部抜粋）＞ ※価格は全て税込 

第１回目は、「庄内空港 ANA 就航 30 周年」を記念し、山形・庄内地域の美味しいものを揃えました。 

 

 

離島百貨店コーナー  ＜商品ラインナップ（一部抜粋）＞ ※価格は全て税込   

【山形県】 

商品名：だだちゃ豆おかき  

価格：630 円 

庄内米の甘さ、だだちゃ豆の芳醇な香
り、見た目の期待を裏切らないサクッと
した口当たりが特徴です。日持ちも長く、
ゆっくりお楽しみいただける商品です。 

 
 
 
 
 
 

【山形県】 

商品名：山形県産米「つや姫」 ３合 

価格：432 円 

山形県が総力を結集して開発したブラン
ド米「つや姫」。一粒一粒が大きく、炊き
立てはもちろん「冷めてもおいしい」のが
特徴で、人気の無洗米タイプです。 

 

【山形県】 

商品名：山形の芋煮 醤油味 

価格：594 円 

山形牛と国産野菜を醤油ベースで煮
込んだ山形県でも内陸版の芋煮で
す。レンジアップで簡単に味わうこと
ができるご当地食です。 

 

【沖縄県・久米島】  

商品名：島にんにく・島とうがらし入り 

油みそ 

価格：734 円 

久米島の米みそを原料にした手作り油
みそです。地元でとれたにんにく、唐辛
子を使っており、辛めの仕上がりです。
お酒のおつまみやごはんのお供にピッ
タリの商品です。 

【兵庫県・家島】  

商品名：牡蠣のアヒージョ 

価格：1,404 円 

家島産のぷりぷりの牡蠣を使ったアヒー
ジョの缶詰です。島で食べられている牡
蠣をオリーブオイルとニンニクをふんだ
んに使った逸品です。 
 

【愛媛県・岩城島】  

商品名：すっきりレモネード 

価格：475 円 

岩城島産の防腐剤無添加レモンを使
用したレモネードです。原材料はレモ
ンと砂糖とほんの少しの塩だけ。レモ
ンを丸ごと使い、独自の製法ですっ
きりとした、飲み口に仕上がっていま
す。 

https://www.rito-hyakka.jp/


 

■ 多様化するお客様ニーズへの対応 

「ANA FESTA 羽田 B1 フロアギフト店」では、日本各地の美味しいものをじっくり吟味して選んでいただける店舗です。

一方で、隣には、「ANA FESTA」羽田店で人気の東京みやげをメインとして、厳選した商品をスピーディーに無人決済

で購入することができる未来型ギフトショップ「ANA FESTA GO」を 8 月 27 日、同日にオープンいたします。同２店の展

開により、“温かみのある接客”/“最先端技術・非接触“、 “日本各地の商品”/“東京みやげ”、“初めて見る商品”/

“定番商品”といった多様化するお客様のニーズに応えてまいります。 

※「ANA FESTA 羽田 B1 フロアギフト店」と「ANA FESTA GO」は、別会計となります。 

 
 

■ 店舗の概要  

店 舗 名： ANA FESTA 羽田 B1 フロアギフト店  

所 在 地： 東京国際空港（羽田空港） 

第２ターミナル B1 階 

営業時間： 08：00～20：00 

※営業時間は、航空機の運航状況により、変更する場合がございます。 

 

 

■ お買い物でマイルが貯まる！ＡＮＡカード（クレジット機能付き）で５％ＯＦＦ！ 

全国の「ANA FESTA」で、1,000 円（税込）以上のお買い物の際、レジにてクレジット機能付き ANA カードをご提示いた

だくと、代金を 5％割引いたします。また、お買い上げ金額 100 円（税抜き）につき 1 マイルが貯まります。 

※店舗 1 回のご精算が 1,000 円（税込）以上の場合、代金を 5％割引いたします。 

※その他割引や特典（クーポン券など）との併用はできません。 

※書籍類・酒類・煙草などの一部の商品および一部の店舗を除きます。詳しくは現地販売員にご確認ください。 

 

 

■ 会社概要 

 

 

 

ANA が就航する国内 32 空港に店舗を構える「ANA FESTA」では、各地の名産品や飛行機グッズ・旅行カバンなどを

販売するギフトショップや、スピーディーに食事を提供するフードショップを展開。 
その地域ならではの商品を中心に、現地スタッフが厳選し、お客様の様々なニーズにお応えできるよう幅広い品揃え
を心掛けています。また、当店オリジナル商品の開発や提案にも力を注いでいます。 

社 名： ANA FESTA 株式会社  

代表者： 鈴木 裕二（すずき・ゆうじ）  

設 立： 1986 年 4 月 21 日 

所在地： 東京都大田区羽田空港 3-3-2 

東京国際空港第一旅客ターミナルビル内 

資本金： 5,000 万円 

株 主： 全日空商事株式会社  

H P： https://www.anafesta.com 

 
 
 

※店舗イメージ 

＜本件に関する報道関係の方のお問合せ先＞ 

全日空商事株式会社 経営企画部 広報担当  森川・早藤 

TEL：03-6735-5090 FAX：03-6735-5035 

 

https://www.anafesta.com/

