
【レストラン】

NARITA 洋膳屋 ROYAL ロコモコ膳(トロピカルアイスティー付き）　\1,728→\1,244

菜の里 冷やし天ぷらうどんとうな丼御膳　\1,598→\1,438

京成友膳 金山寺味噌焼き豚丼　\1,000

唐朝刀削麺 彩り野菜の豚肉丼  \1,100

すし 遊洛 江戸前1号（マグロ、イカ、エビ、イクラ、玉子、穴子）　\1,188→\1,000

CAFE&DINING　N's　COURT チーズバーガーセット（チーズバーガー+フライドポテト+セットドリンク）　\1,058→\1,000

マクドナルド マクドナルド限定Tシャツ販売1枚　\1,480（限定50枚）

BAGEL&BAGEL お好きなベーグル4個とマフィン2個　\1,080（8/4～8/20）

だし茶漬け　えん 海鮮ちらしひつまぶし風だし茶漬け　\1,000

築地　寿司岩 細巻といなりセット（かんぴょう／おしんこ巻／かっぱ巻／梅しそ巻・いなり2個のセット）　特別メニュー　\500

gihey 　「金のふぐ出汁」通常\1,000の商品が期間中\850(限定100個)
\3,780以上お買い上げで、当店のお米2合をプレゼント

らあめん花月　嵐 げんこつラーメンに限り味玉1つ無料（限定100個）

タイ国料理　ジャイタイ やき豚のクリスピー丼ぶりあんかけ（ワンプレート プラス ドリンク付き）　\1,200→\1,000

不二家レストラン 不二家プレミアムチーズソースハンバーグステーキ（ライス・ドリンク付き）　\2,030→\1,500　（8:00～10:00除く）

ジュエル たこと枝豆とキムチのペペロンチーノ ＋ドリンクセット　\1,123→\1,000

成葉軒 マーボー丼＋グラスビールセット　\1,000

1Ｆ カフェベネ クロックムッシュorホットドッグ+ドリンクセット　\643or\610→\500

5F タリーズコーヒー　北ウイング店 T's　アイスラッシュ（ストロベリー、宇治抹茶、マキアート）　　タリーズ限定のかき氷\500

南WG 4F タリーズコーヒー　南ウイング店 T's　アイスラッシュ（ストロベリー、宇治抹茶、マキアート）　　タリーズ限定のかき氷\500

国内線 2F ANA FESTA 国内線ｹﾞｰﾄ店 お食事とドリンク（コーヒー、生ビール）を一緒にご注文で\50引き

第1サテライト ドト－ルコ－ヒ－ショップ ドリップコーヒーアソートセット（ドリップコーヒーの詰合せ+マグカップor手提げBag）　\2,000→\1,500

第3サテライト すし京辰 夏酒（日本酒）　\1,200→\1,000

第4サテライト FaSoLa Café coffee＆beer4サテ ホットドックと生ビールMサイズセット \1,200→\1,000
ミックスナッツと生ビールLサイズセット \1,150→\1,000

中央ビル 日本の大衆食堂　たつ吉 おつまみセット（ビール、枝豆）　\1,100→\1,000

Ｔokyo Food Bar マサマンカレー（タイスタイルのローカルカレー）　　\1,200→\1,000

FaSoLa Café coffee＆beer5サテ ホットドックと生ビールMサイズセット \1,200→\1,000
ミックスナッツと生ビールLサイズセット \1,150→\1,000

※表示価格は全て税込価格です。

【ショップ】

B1F FaSoLa DRUGSTORE (本館B1階）

蒸気でホットアイマスク5枚入各種　通常\507→\410
ニベアサンプロテクターウォータージェル80ｇ 通常\1,026→\645
ビオレさらさらUVパーフェクトスプレー50ｇ 通常\723→\537
ビオレさらさらUVパーフェクトミルク40ml 通常\669→\537
メルサボンUVジェルクリーム50ml 通常\1,512→\500

FaSoLa SKY SHOP

【菓子】コロンバンお楽しみ袋 \1,620相当→\1,080
【菓子】海外菓子 お楽しみ袋 \3,240相当→\1,080
【菓子】ベビースターわくわくパック：8種類入り \648相当→\540
【菓子】ゴンチャロフ詰め合わせセット \1,080相当→\972
※無くなり次第終了

FaSoLa SKY mini 【菓子】海外菓子 お楽しみ袋 \3,240相当→\1,080
※無くなり次第終了

2F  「ラフィネ」成田空港１ビル店　 60分以上施術の方にハーブティー３包プレゼント

Fa-So-La ITOEN お茶の詰め合わせ　\5,076相当→\2,700

ユニクロ 週替わり特別価格商品あり

Fa-So-La GIFTSHOP 南ウイング店

【菓子】ブールミッシュ\1,706相当→\1,080
【菓子】東京ミルクチーズ工場お楽しみ袋　\2,160
【菓子】コロンバンお楽しみ袋\1,620相当→\1,080
※無くなり次第終了

TRAVEL SHOP MILESTO リバティ商品　30～50%OFF！

キャス キッドソン セール商品　最大50%OFF

ABCマート

NIKE　ルナコンバージ（ブラック、ネイビー限定）　\8,640→\6,048　（30%OFF）
NIKE　エアマックスモーション（ベルグリーン限定）　　\9,720→\5,832　（40%OFF）
VANS　サマーシューズ　　\6,900→\4,900（30%OFF）　※一部品番限定
その他セール商品を多数ご用意しています。

サマンサベガ 一部20%～50%OFF

B印YOSHIDA ｎｏｎｎａｔｉｖｅの衣類を一部セール

アーバンリサーチ　トラベル&ギフト メンズ・レディース・服飾雑貨　セール対象商品　レジにて10%OFF（在庫限り）

スミス ステーショナリー・雑貨（一部除く）　20%～50%OFF

オーバーライド 春夏商品　10%～50%OFF

BREEZE セール商品全品　最大60%OFF

倭物や　カヤ
和雑貨ワゴンSALE（最大70%OFF）
数量限定スカーフSALE（特別価格\864）　※スカーフのみ限定50枚
あさぶら草履SALE（特別価格\1,080）

LOWRYS FARM+ セール商品最大70%OFF

清雅堂 オリジナル商品、伝統工芸山中塗りの和雑貨が期間中特別価格　\1,000～\1,500

伊織 伊織成田空港限定プチタオル3種（ＣＡ・パイロット・マーシャラー）セット　\2,268→\2,000
Ｈａｐｐｙｐａｃｋ 5000（品質上問題ないワケあり品や廃番商品を詰めたお得なパック）　\10,000→\5,400

カタカナパンダ 店内商品（季節コード商品）　最大50%OFF

Tabio on the Ground ハッピーバッグ（レディースソックス　5足入り）　\5,000相当→\1,620

BLUE BLUE JAPAN 対象商品30～50%OFF

ビルケンシュトック セール対象商品　20%OFF

EXPRESS GLASS CalvinKleinサングラス　全商品30%OFF
Lacosteサングラス　全商品35%OFF

A&F COUNTRY eagle creekやpacsafeなどのアイテムが一部30～40%ＯＦＦ

三愛水着楽園
ポーチ　\5,940→\2,160
フットアクセサリー　\3,132→\1,080
無くなり次第終了

博品館　TOY PARK ディズニーツムツム　ウォーキーズ　　\1,382→\500
ホーガン飛行機詰め合せ（スケールモデル4点）　　\20,000→\5,400

コスパ秋葉原 店内一部商品割引

EXCITING SPORTS SCOREBOARD ｽﾎﾟｰﾂ雑貨　ワゴン内商品　20%～30%ＯＦＦ

Coral Diamond アクセサリー K10ジュエリー、一部30%OFF　他は期間限定で10%OFF

WEGO 店内セール商品　最大70%ＯＦＦ

ハローキティジャパン 一部商品　30%～50%OFF

キーポイント 有名菓子パック\500
有名菓子メーカー詰合せ\1,000

東京食賓館 福袋（チョコレート菓子各種詰合せ）　\1,404相当→\1,080

東京食賓館　おもたせ処 福BOX（焼き菓子各種詰合せ）　\1,580相当→\1,080

FIT DRUG

ニベアサンプロテクトウォータージェル\1,026→\777
ＦＡＳＩＯ　全品10%ＯＦＦ
パルガントン　全品20%ＯＦＦ
ネイルバッグ（マニキュア・ネイルシール等）\3,780～4,312→\1,000

御当地商店四七堂 キットカット袋（大人の甘さ　抹茶・濃い抹茶・大人の甘さ　ラズベリー）　30%OFF

桜 Ｔシャツ　30%OFF
和雑貨　20%～40%OFF

GRAN SAC'S ワゴン内商品　\1,296均一

KONNICHI和 夏の器セール　ワゴン内商品　30%～50%ＯＦＦ

千葉トレードセンター ワゴン内商品　30～50%OFF

サツマヤ　オクタニ Ｔシャツワゴン内指定商品　\1,080
友禅タンブラー、友禅マグカップ 30%OFF

青山ブックセンター ファンシー雑貨　全50%OFF

まかないこすめ 凍りこんにゃくスポンジとハンドクリーム（レギュラーサイズ）セット　　\2,376→\1,944
夏に最適!!お肌みがきセット（凍りこんにゃくスポンジ・おやすみ枕・ハンドクリーム・洗顔せっけん・もち肌洗い袋・クレンジング）　\8,078→\5,999

京都クラフトマート 和雑貨・和コスメ　20%～30%OFF

TiCTAC
対象ブランド30～50％オフ
NIXON・orobianco等人気ブランド 30％オフ
G-SHOCK　\6,500均一、SEIKO　\11,000均一コーナーあり

グラニフ 対象商品　20%～50%OFF

MUJI to GO 無印良品 対象商品　30%OFF　（なくなり次第終了）

TSUTAYA ワゴン内 DVD3枚 \3,240 / 4枚目以降は、1枚\1,080

ネイルクイック　 アミノモイストパック（保湿パック（ハンドorフット）3枚購入で1枚プレゼント）\1,554
ワンコインアート（オリジナルアートが1本\500）

福寿園 お楽しみ袋（お茶の詰合せ）　\5,400→\2,160

空夢 豊天Ｔシャツ　20%ＯＦＦ　　\2,052→\1,642
ふなっしーラッキーバッグ6点セット（エコバッグ・巾着・フリースブランケット・フリースクッション・ミニタオル2枚セット）　　\3,240→\1,080

バイプレーン 航空機ダイキャストモデル「herpa（ヘルパ）1/500スケール」　20%ＯＦＦ

※商品の詳細については各店舗にお問い合わせください。
※一部セール除外品、数量限定商品がございます。
※出国手続き前エリア店舗の表示価格は全て税込価格です。
※出国手続き後エリア店舗の表示価格は全て免税価格です。

出国手続き前 中央ビル

1F

4F

5F

詳細内容

航空旅客数10億人達成記念　ナリタエアポートサマーセール　★第1ターミナル★

場所 店舗名 詳細内容

出国手続き前

中央ビル

5F

北WG

4F

出国手続き後 3F

南WG
・

第5サテライト

場所 店舗名



【ショップ】

南WG 4F Fa-So-La DRUGSTORE 南ウイング店

休足時間・クイーンズマスク・アートマスク・ロイヒつぼ膏　15％OFF
【菓子】ブールミッシュ\1,706相当→\1,080
【菓子】東京ミルクチーズ工場お楽しみ袋　\2,160
【菓子】コロンバンお楽しみ袋　\1,620相当→\1,080
【菓子】ベビースターわくわくパック：8種類入り(7/28より販売開始) \648相当→\540
【菓子】PUREグミセット：6個＋1個おまけ \777
【菓子】ゴンチャロフ詰め合わせセット　\1,080相当→\972
【菓子】アンパンマン福袋：お菓子4個＋自由ノート \648
ハローキティラッキーパック大 \2,000
※無くなり次第終了

海外おみやげ予約受付 \10,000以上のご注文で、ご注文商品合計金額より\1,000値引き、＋送料\972サービスとハンドタオルプレゼント（ハンドタオルは金額にかかわらずご注文者全員）

ASD空港専門大店 化粧雑貨20%OFF

5F ラオックス クレイツイオンスウィングエアーゆえドラ\10,778→\7,538
PHILIPS Sonicare HX6551/01 電動歯ブラシ\10,778→\6,458

第1サテライト　ゲートウェイ 馬油シートマスク等セット商品 20%引き

ジャパンデューティーフリー　北1売店 有名メーカーヘッドホン 20%OFF～

ジャパンデューティーフリー　北2売店 有名国内化粧品ブランド化粧水、美容液等単品商品 3種類 割引

Fa-So-La SOUVENIR KOTOBUKI

【菓子】ブールミッシュ福BOX\1,580相当→\1,000
【菓子】コロンバンお楽しみ袋\1,500相当→\1,000
【菓子】メリーチョコレートお楽しみ袋\926
【菓子】ベビースターわくわくパック：8種類入り \600相当→\500
【菓子】PUREグミセット：6個＋1個おまけ　\720
【菓子】アンパンマン福袋：お菓子4個＋自由ノート \600
※無くなり次第終了

Fa-So-La DRUGSTORE 第2サテライト店

めぐリズム蒸気でホットアイマスク５枚入各種　通常\470→\380
メルサボンUvジェルクリーム50ml　通常\1,400→\500
ピュアスマイル爽やか素肌セット（リップパック、エッセンスフェイスマスク、フェイスパック）\2,100相当→\1,000
SHO-BI ネイルセット（ネイルカラー、ネイルケア、ネイルチップ、ネイルシール、タトゥーシール）\4,560相当→\500

Fa-So-La TAX FREE ASAKUSA

【食品】日本茶福袋：4点詰め合わせ \1,800相当が\1,000
【菓子】ベビースターわくわくパック：8種類入り \600相当→\500
【菓子】PUREグミセット：6個＋1個おまけ　\720
【菓子】アンパンマン福袋：お菓子4個＋自由ノート(7/31より販売開始)　\600
キャラクタ－文具福袋（女の子）\2,000
※無くなり次第終了

第3サテライト Fa-So-La SOUVENIR 第3サテライト店

【菓子】ブールミッシュ福BOX\1,580相当が\1,000
【菓子】メリーチョコレートお楽しみ袋\926
【菓子】東京ミルクチーズ工場お楽しみ袋\2,000
【菓子】コロンバンお楽しみ袋\1,500相当が\1,000
ハローキティラッキーパック大 \1,852
※無くなり次第終了

第4サテライト ANA DUTY  & TAX FREE SHOP ドクターシーラボ福袋（ビューティースキンケアセット）（クリーム・ローション・リフトバンド） \8,000相当→\5,500

天正堂 対象商品20%～70%OFF（在庫に限りあり）

ラフィネ成田空港
第1ビルゲートエリア店

60分以上施術の方にハーブティー３包プレゼント

Fa-So-La TAX FREE AKIHABARA

NIKE キッズ用マグボトル　特別価格\2,480
THERMOS 日本製マグボトル2本セットとボトルカバー　特別価格\8,000
THERMOS 日本製マグボトルとランチボックスセット　特別価格\5,500
【菓子】コロンバンお楽しみ袋\1,500相当→\1,000
【菓子】ベビースターわくわくパック：8種類入り　\600相当→\500
【菓子】ぐりこやファミリーパック：お菓子詰め合わせ＋カプセルトイ(8/2より販売開始)　\1,200
ハローキティラッキーパック大 \1,852
キャラクタ－文具福袋（女の子）\2,000
キャラクタ－文具福袋（男の子）\1,500
※無くなり次第終了

Fa-So-La TAX FREE KAGURA

【菓子】メリーチョコレートお楽しみ袋\926
【菓子】東京ミルクチーズ工場お楽しみ袋\2,000
【菓子】PUREグミセット：6個＋1個おまけ(8/7より販売開始)　\720
【菓子】ぐりこやおつまみパック：おつまみ詰め合わせ＋カプセルトイ(8/7より販売開始)　\1,200
【食品】日本茶福袋：4点詰め合わせ \3,600相当が\2,000
※無くなり次第終了

Fa-So-La DRUGSTORE 第5サテライト店

フィッティUVカットマスク３枚入　ふつう　通常\300→\190
いきいき樹液シート６枚入　通常\600→\420
ピュアスマイル爽やか素肌セット（リップパック、エッセンスフェイスマスク、フェイスパック）\2,100相当→\1,000
ピュアスマイル女子力UPセット（リップパック、エッセンスフェイスマスク、フェイスパック）\2,100相当→\1,000
ハッピースペシャルセット（ネイルカラー、ネイルケア、ネイルチップ、ネイルシール、タトゥーシール）\4,560相当→\500

Fa-So-La DIGITAL CUBE

NIKE キッズ用マグボトル　特別価格\2,480
THERMOS 日本製マグボトル2本セットとボトルカバー　特別価格\8,000
THERMOS 日本製マグボトルとランチボックスセット　特別価格\5,500
※無くなり次第終了

Fa-So-La 伊藤園 お茶の詰め合わせ　\4,700→\2,500

Fa-So-La藤娘 夏の器セール　ワゴン内商品30%～50%OFF

Fashion＆Luxury レスポートサック特価品

ANA DUTY FREE SHOP ドクターシーラボ福袋（ビューティースキンケアセット）（クリーム・ローション・リフトバンド） \8,000相当→\5,500

※商品の詳細については各店舗にお問い合わせください。
※一部セール除外品、数量限定商品がございます。
※出国手続き前エリア店舗の表示価格は全て税込価格です。
※出国手続き後エリア店舗の表示価格は全て免税価格です。

南WG
・

第5サテライト

店舗名 詳細内容

出国手続き前

北WG

4F

出国手続き後

北WG
・

第1サテライト

3F

第2サテライト

中央ビル

場所


