
【レストラン】

1F 明治パーラー シーズンメニュー　コーヒーゼリーパフェ\400
2F 吉野家第2ターミナル店 Aセット(サラダ・味噌汁セット)、Bセット(おしんこ・味噌汁セット)、Cセット(キムチ・味噌汁セット)　\130→\100

和食レストラン そじ坊 アイスクリーム(バニラ、抹茶、抹茶バニラ) \600→\500
廻る元祖寿司 セール：本マグロ三昧、姿エビ、トロ穴子、イサキ
寿司田 特別メニュー(季節限定)　\2,808 　セール期間中毎日15:00より販売開始
讃兵衛 ピリ辛肉味噌の揚げ茄子うどん　￥1,000
天亭 限定メニュー　大海老天丼そばセット　\1,728
とんかついなば和幸 青じそ明太子しゃぶかつ定食　\1,700
すし三崎丸 にぎり鮨とうどんのセット　\1,166→\1,000
京樽 バッテラ鮨　\648→\500
麺屋空海 辛とんこつ+半ライスセット　\1,090→\1,000
謝朋殿 角煮のせ　麻婆飯セット　(麻婆飯に角煮をのせ、サラダ・スープ・小杏仁付き) \1,188→\1,000
ラ・トック ミートソースパスタコンボ　\1,144→\1,000
CAFE & DINING N's COURT メニュー名:キッズプレート　メニュー内容:オムレツ・エビフライ・ホットドック・ゼリー　\615→\500
RB ローストビーフカレー　10%OFF
たこぼん クレミアアイス  \550→\500
おぼんdeごはん 鶏の南蛮揚げ　味噌タルタル定食 \1,000
マクドナルド 店舗限定キッズＴシャツ販売　\1,480

立体駐車場 2F カフェ・ド・クリエ ワンプライスランチ　(\1,000以上のお食事+ドリンクのセットが一律\1,000)

タリーズコーヒー Ｉce Lush　(かき氷)　\500

連絡通路 FaSoLa Café coffee&beer
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 \1,200→\1,000

サテライト BLUE SKY MISO KITCHEN メガビール \1,080→\1,000

※表示価格は全て税込価格です。

【ショップ】

リブレ京成 ワゴン内商品・旅行用品等　全品20%OFF～
セブン‐イレブンB1F店 スキンケアセット　\1,296→\1,196

1F BLUE SKY南到着ロビー店
ですかい　４パック、ケース　20%OFF
ドライ納豆　20%OFF

2F ラフィネ成田空港第２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
エルプラザ キットカット\540→\378
ジュピター 30%OFF 50%OFFバッグ等のセール
ユニクロ 週替わり特別価格商品あり

海外お土産予約受付
\10,000以上のご注文で、合計金額より①\1,000値引き+②送料\972サービス。
さらにご注文の方全員にハンドタオルプレゼント

桜第2ターミナル店 Tシャツ30%OFF、和雑貨20～40%OFF(セールコーナー商品)

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)
ワンコインアート(オリジナルアートが1本\500)

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

Fa-So-La HELLO KITTY
ハローキティラッキーパック大 ￥2,000
※無くなり次第終了

つばさ
磯焼ほたて貝　\3,300→\2,800
焼あじ、焼貝ひも、浜さきいか　よりどり3袋　\3,300→\2,200

シーグルメ 対象商品10%OFF
SAC'S BAR ワゴン内商品　\1,296均一
横山 全商品5%OFF ワゴン内20%～30%OFF

ちばぼうきょう
ワゴン内商品30%～50%OFF
\200グッズ販売

おみやげ京成 Tシャツ　\1,404→\1,080
井和井 \5,000以上お買い上げの方にノベルティ―プレゼント
ＡＮＡ ＦＥＳＴＡ ロビーギフト店 珍味20%OFF
靴下屋 一部商品30%～50%OFF

福寿園
お楽しみ袋
お茶詰合わせ　\5,400相当→\2,160
雑貨詰合わせ　\5,400相当→\1,620

東京食賓館 お楽しみ袋　(お菓子の詰め合わせ)　\1,620相当→\1,080
AIR BICCAMERA セール期間中各種安値商品を取り揃えております。

Ｂｅｅ Ｂｏｘ
飛行機福袋　\8,640～\10,800相当→\3,240
キャラクターグッズ福袋　\7,560相当→\2,160

タイムギャラリー 対象商品50～70%OFF
カメラのキタムラ FUJIFILM写ルンです　Newウォータープルーフ27枚撮り　\1,760→\1,490

にっぽん CHACHACHA

最大40%OFF(対象のがま口バッグ、がま口、布小物など)
HAPPY BAG(人気のがま口やハンカチ、バッグなどもつまったお得な限定セットです)
\10,800→\5,400
\4,320→\2,100

ルイナス エル ディア
7/21～8/10対象商品10%OFF・セール品50%OFF
8/10～8/20対象商品2点以上お買上げで10%OFF・セール品2点以上で60%OFF

アース ミュージック＆エコロジー エアポート ストア 夏物30%OFF～80%OFF
MUJI to GO 無印良品 対象商品30%OFF

Fa-So-La DRUGSTORE
ワゴン内の商品が10％OFF
（休足時間シリーズ、酵素系サプリ、メディキュットシリーズ、Dianeシリーズ、MARO、汗拭きシート系、コパトーン日焼け止め、肌研シリーズ）

ユーハイム \5,000以上購入で、抹茶バームクーヘン1枚プレゼント
GOGOひこうき　10%OFF
ベビースターわくわくパック　\648相当→\540

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

セブン‐イレブン４F店 スキンケアセット　\1,296→\1,196
THE AIRPORT STORE UNITED ARROWS LTD. 衣類・ＢＡＧ・ＳＨＯＥＳなど30％～４０％オフ
改造社書店 ワゴンセール(ファンシー雑貨定価の半額・ボールペン20%OFF)
ポケモンストア \5,000以上お買い上げでステッカープレゼント
ブルックス ブラザーズ 対象商品30～50%OFF
グラニフ 10%～30%OFF
Stylish Travel スーツケース(31ℓ)10%OFF\30,780→\27,702

※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。

シフレ　折りたためるBAG
HAPPY BAG（傘）　\2,700
HAPPY BAG（化粧品）　\5,940

ＢＬＵＥ ＳＫＹおみやげプラザ

出国手続き前 本館

B1F

3F

4F

MINIPLA

場所 店舗名 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２ターミナル★

場所 店舗名 詳細内容

出国手続き前
本館

4F

出国手続き後 3F

エクセルシオールカフェ
売店商品全品\50引き
ケーキセット　(指定ドリンクとお好きなケーキ)　※\110 OFFのセット価格本館



【ショップ】

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
ハローキティラッキーパック大 ￥1,852
※無くなり次第終了

FaSoLa MEN'S ファッション雑貨ワゴンセール実施
BLUE SKY63番ゲートショップ ベビースターわくわくパック　\600相当→\500
BLUE SKY74番ゲートショップ ベビースターわくわくパック　\600相当→\500

JAPAN DUTY FREE
馬油スキンケアセット \2,800相当→\1,980
馬油せっけん4個セット  \3,200相当→\1,980
ベビーお得4点セット  \3,560相当→\2,600

JAL DUTY FREE レスポートサック特価品
レスポートサック レスポートサック特価品
BLUE SKY91番ゲートショップ ベビースターわくわくパック　\600相当→\500
BLUE SKY92番ゲートショップ ベビースターわくわくパック　\600相当→\500
BLUE SKY82番ゲートショップ ベビースターわくわくパック　\600相当→\500
BLUE SKY98番ゲートショップ ベビースターわくわくパック　\600相当→\500

ロイヤル第2空港売店
北海道いちごバーム　　\1,000→\900
北海道メロンバーム　　\1.000→\900

Fa-So-La SOUVENIR

【菓子】東京ミルクチーズ工場お楽しみ袋 ￥2,000
【食品】日本茶福袋：4点詰め合わせ \3,600相当が\2,000
【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 \1,200
ハローキティラッキーパック大 ￥1,852
※無くなり次第終了

JAPAN DUTY FREE　サテライト店

馬油スキンケアセット \2,800相当→\1,980
馬油せっけん4個セット  \3,200相当→\1,980
ベビーお得4点セット  \3,560相当→\2,600
クレヨン（日本製）、マウス、充電器　\500　スピーカー、イヤホン、モバイルバッテリー、つみき　￥1,000

JAL DUTY FREE　サテライト店 SWANS製品の特価品

国内線 2F BLUE SKY国内ゲートショップ
ですかい　４パック、ケース　20%OFF
ドライ納豆　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。

出国手続き後

場所 店舗名 詳細内容

本館

サテライト

3F


