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２００４年１０月７日 

 

 

セントレアの商業店舗について 

  セントレアは、「エアポートからエアシティーへ！」をブランドコンセプトに「開放・快適・感動」

を提供し続ける、国際空港のある「まち」を目指しております。このたび、このエアシティーを彩る商

業店舗が出揃いましたのでお知らせいたします。 

 

  このエアシティーの特徴として、飛行機に乗らないお客様にも十分に楽しんでいただける、個性豊

かで専門性の高い店舗を多く取り揃えております。 

 

  また、中部地区に初出店となる店舗が１９店（飲食１１、物販８）、新業態・新ブランド（今回会

社として初めて取り組む業態・新店名での出店）が、１９店（飲食７、物販１０、サービス２）、初の

支店が６店（本店以外２店舗目の出店：飲食６）と、話題となる店舗も名前を連ねます。（２００４年

１０月７日現在） 

記 

＜概要＞ 

店舗数・店舗面積 

   飲食 物販 合計 

レンガ通り １４ １６ ３０ ４階 

スカイタウン ちょうちん横丁 １６ １５ ３１ 

非制限エリア １ ６ ７ 

国内制限 ３ １ ４ 
３階 

国際制限 

（うち免税） 

３ 

（０） 

８ 

（７） 

１１ 

（７） 

非制限エリア ２ ０ ２ 
２階 

アクセスプラザ ０ １ １ 

１階 非制限エリア １ １ ２ 

貨物地区 ０ １ １ 

合計 ４０ ４９ ８９ 

店舗面積 ４，９００㎡ ５，４２０㎡ ９，９５０㎡ 

＜サービス施設：１１箇所＞ 

  くつろぎ処１、ビジネスセンター１、郵便局１、携帯電話１、銀行１、外貨両替１、クリニック１、

歯科１、手荷物総合３ 

 

店舗のリスト

店舗配置図                                      以上 



番号 階層 ゾーン 業種 会社名 本社所在地 店名 業態 店舗の特色

《中部地区初出店》 1 ４階 レンガ通り 飲食 株式会社Ｉ・Ｎ・Ｂコーポレーション 東京都渋谷区 クイーン・アリス　アクア カジュアルフレンチ インターナショナルなロケーションに相応しいカジュアルレストラン「アクア」。カフェテリア形式でお好きなお料理を召上っていただくレストランです。

《中部地区初出店》 2 ４階 レンガ通り 飲食 株式会社グラナダ 東京都港区 ＴＲＡＴＴＯＲＩＡ　ＰＩＺＺＥＲＩＡ　ＤＥＣＡＮＴＡＲＥ　ＡＥＲＯＰＯＲＴＯ イタリアン 旬の食材を使った南イタリアの郷土料理と窯で焼き上げるナポリスタイルのピッツァを、イタリア全土からのワインと共にお楽しみいただけます。

《中部地区初出店》 3 ４階 レンガ通り 飲食 株式会社筑紫樓 東京都渋谷区 筑紫樓　魚翅海鮮酒家（ツクシロウ） 中国料理 宮城県気仙沼産の厳選したふかひれを独自の製法で調理したふかひれ料理を中心に、釜焼き北京ダック等、バリエーション豊かな中国料理をご提供致します。

※ 4 ４階 レンガ通り 飲食 株式会社寿司丸忠 愛知県名古屋市 回転寿司丸忠 回転寿司 地元で浜上げされた新鮮な魚介類を、その日のうちに店頭にて販売。バラエティーに富んだネタを準備してお客様をお待ちしております。

※ 5 ４階 レンガ通り 飲食 有限会社うまいものや企画室 愛知県大口町 文化屋 洋食 地元食材を使って、多種・多彩な洋食を提供致します。

《中部地区初出店》 6 ４階 レンガ通り 飲食 株式会社トラジ 東京都渋谷区 焼肉トラジ 焼肉・韓国料理 都内２３店舗の実績を掲げ、いよいよ焼肉トラジが全国展開。その第一弾が中部国際空港。様々な角度から焼肉をご提案致します。

《新業態新ブランド》 7 ４階 レンガ通り 飲食 株式会社JBイレブン 愛知県名古屋市 らーめん・朝かゆＳＡＫＵＲＡ櫻 フードテラス 「らーめんと朝かゆの店」として初登場。「新しい、懐かしい、早い、おいしい！」をモットーとしたメニュー、雰囲気をご提供致します。

8 ４階 レンガ通り 飲食 株式会社デリカスイト 岐阜県大垣市 美濃味匠（ミノミショウ） フードテラス 美濃の特産物(身土不二)を活かした健康・健脳に役立つ「和」の麺類と丼物を、安心で・おいしく・お値打ちに・楽しく・新鮮に提供するお店です。

《新業態新ブランド》 9 ４階 レンガ通り 飲食 株式会社菱友フーズ 愛知県豊山町 オムポート フードテラス 昔からのシンプルなオムライスから、人気の創作オムライスまである店。トッピングメニュー、人気の飲料も各種揃えます。価格もすべて3ケタです。

10 ４階 レンガ通り 飲食 株式会社ドリームコーポレーション 東京都港区 ＢＡＧＥＬ＆ＢＡＧＥＬ フードテラス 米国モンタナ州産の 高グレードの小麦を使用したベーグルは、“しっとり＆もちもち”した食感。ミネラルたっぷりの出来たてサンドをどうぞ。

《中部地区初出店》 11 ４階 レンガ通り 飲食 株式会社スマイルズ 東京都渋谷区 スープストックトーキョー フードテラス 食材の自然の美味しさを引き出すため“無添加”にこだわったスープ専門店。化学調味料等を使用せず、自然素材から手間暇かけて作られています。

《中部地区初出店》 12 ４階 レンガ通り 飲食 株式会社ポッカクリエイト 東京都新宿区 カフェヴォヤージュ カフェ 旅立つあなたの心と体をいやすセルフスタイルのカフェ。素材にこだわったメニュー、居心地のよい店内、みなさまに「やさしい」ひとときをご提供致します。

《中部地区初出店》 13 ４階 レンガ通り 飲食 株式会社レストランピーコック 大阪府大阪市 カフェゆとりの空間 カフェレストラン 料理家、栗原はるみプロデュースのＣＡＦＥが中部地区初出店。何気ない工夫でお客様に小さな幸せを感じていただける空間をご提供しております。

《新業態新ブランド》 ※ 14 ４階 レンガ通り 飲食 株式会社ゼットン 愛知県名古屋市 cafe ＺＥＴＴＯＮ カフェ カフェやグラス売りシャンパン等の飲料とプチ・ヌードル、デザート等のライトミールを森田恭通氏による落ち着いたインテリアデザインの中でご提供致します。

15 ４階 レンガ通り 物販 クレアーズ日本株式会社 東京都中央区 クレアーズ アクセサリー雑貨 アメリカ 大のアクセサリーチェーン「クレアーズ」は、直輸入ならではのリーズナブルな価格が魅力。キッズ商品や雑貨なども幅広く取り揃えております。

16 ４階 レンガ通り 物販 調整中

17 ４階 レンガ通り 物販 調整中

《中部地区初出店》 18 ４階 レンガ通り 物販 株式会社ジーン 東京都世田谷区 ＴＨＥ　ＳＴＵＤＹ　ＲＯＯＭ 教育雑貨 知的好奇心あふれる雑貨がギッシリの「小さな自然史博物館」。「知ること、学ぶこと」をテーマに、子供の頃の「ドキドキ」「ワクワク」感を一緒に販売致します。

《中部地区初出店》 19 ４階 レンガ通り 物販 カガミクリスタル株式会社 茨城県竜ヶ崎市 カガミクリスタル ガラス製品・切子 創業から７０年。宮内庁、海外日本国大使館へお納めする餐応食器と同じ手作り技術で作られたクリスタルガラスを取扱います。中部地区初のメーカー直営ショップです。

20 ４階 レンガ通り 物販 株式会社さらさや 大阪府大阪市 cavalier（カバリエ） バッグ ブランド品のバッグ、小物をはじめ、トラベルバッグ、スーツケース、旅行雑貨を豊富に揃え、大型スーツケースお買い上げの場合、お使いのスーツケースをご自宅まで宅配するサービスも実施します。

《中部地区初出店》 21 ４階 レンガ通り 物販 株式会社ビーツー 兵庫県神戸市 L`atelier（ラテリエ） アクセサリー 国内外からセレクトしたアクセサリーを取扱います。オリジナルシルバーブランド、ＢＵＴＴＹも好評です。カップルで着けられる物も数多く揃います。

《中部地区初出店》 22 ４階 レンガ通り 物販 株式会社エムディファクトリー 東京都千代田区 ＢＡＢＢＩ チョコレート イタリアの名門スイーツブランド「ＢＡＢＢＩ」。空輸された本場イタリアのチョコレート＆ジェラートをお楽しみいただけます。

23 ４階 レンガ通り 物販 株式会社山文 愛知県名古屋市 yb.Friend's 玩具・キャラクター 子供から大人まで、幅広い人気のキャラクター雑貨や、楽しいおもちゃがいっぱいのお店です。

※ 24 ４階 レンガ通り 物販 株式会社アマノ 愛知県名古屋市 アマノドラッグ ドラッグ＆コスメ ヘルス＆ビューティーの専門性と利便性を融合させたドラッグストアです。ホスピタリティーのこもったカウンセリングでお客様をお迎え致します。

25 ４階 レンガ通り 物販 株式会社タカラトレーディング 東京都八王子市 ＭＡＬＡＩＫＡ エスニック雑貨 アジア・アフリカ・中南米の民芸衣料・アクセサリー・雑貨を豊富に取り揃えています。

《中部地区初出店》 26 ４階 レンガ通り 物販 株式会社カッシーナ・イクスシー 東京都渋谷区 アレッシィ ショップ 生活雑貨 世界的建築家によるデザイン性と機能性を兼ね備えたキッチンツールやバスルームグッズ等、生活を詩的に彩るグッズを取り揃えます。世界７０ヶ国以上で愛され続けています。

27 ４階 レンガ通り 物販 株式会社フォレストランドインターナショナル 東京都渋谷区 マルシャン　ド　レギューム 生活雑貨 店名の「マルシャン　ド　レギューム」はフランス語で八百屋を意味し、世界・国内を問わずあらゆる旬でＰＯＰな商品が店内にあふれています。

28 ４階 レンガ通り 物販 株式会社ノリタケテーブルウェア 愛知県名古屋市 ノリタケ 洋食器 100年の歴史を持つ洋食器メーカー｢ノリタケ｣から、デザインのある食空間を提案する新しいコンセプトのショップが誕生します。

29 ４階 レンガ通り 物販 丸善株式会社 東京都中央区 丸善 書籍 関西国際空港と東京国際空港（羽田・１２月1日開店）に次ぐ空港内への出店。ビジネスや旅行などあらゆるシーンで空港をご利用になるお客様のニーズにお応えします。

《中部地区初出店》 30 ４階 レンガ通り 物販 株式会社ザ・ギンザ 東京都中央区 ザ・ギンザ ファッションブティック 贅沢な日常着から洒落た小物までが揃うザ・ギンザ。ここだけでしか買えない限定品も含め注目のアイテムを豊富に取り揃えています。

《新業態新ブランド》 ※ 31 ４階 ちょうちん横丁 飲食 株式会社名鉄犬山ホテル 愛知県犬山市 ダイニングレストラン「かめりあ」 ダイニングレストラン 空港内の抜群のビューポイントで地元の食材を活かした和洋料理と喫茶、アルコールメニューを取り揃えたダイニングレストラン。

《初の支店》 ※ 32 ４階 ちょうちん横丁 飲食 株式会社まるは 愛知県南知多町 まるは食堂 活魚料理 まるは食堂の名物エビフライをはじめ、新鮮な魚介類が食堂感覚で楽しめます。セントレアにしかない限定メニューもご用意致します。

33 ４階 ちょうちん横丁 飲食 スターバックス　コーヒー　ジャパン株式会社 東京都渋谷区 スターバックス　コーヒー カフェ 高品質のアラビカ種コーヒー豆から抽出したバラエティ豊かなエスプレッソドリンクをはじめ、ペストリー等、待ち時間をゆったりとお楽しみいただけます。

《初の支店》 ※ 34 ４階 ちょうちん横丁 飲食 有限会社紗羅餐 愛知県名古屋市 紗羅餐（サラザン） 手打ちそば 美味しいそばを求め、素材と手打ちにこだわって参ります。そばと料理を通して日本の名古屋の季節と心を感じていただこうと考えております。

35 ４階 ちょうちん横丁 飲食 株式会社鈴波 愛知県名古屋市 鈴波 魚味醂粕漬 ｢大和屋」の“漬ける技”を魚に生かした味淋粕漬をはじめ、本場産地の素材を使った海山の珍味などを販売。本物にこだわった味覚の数々を取り揃えています。

《初の支店》 36 ４階 ちょうちん横丁 飲食 株式会社山田家 愛知県半田市 山田家ベル カレー・シチュー 新鮮な知多半島の食材と、 高級知多牛を８時間かけてじっくりことこと煮込んだ、匠のシチュー＆カレー。

《新業態新ブランド》 37 ４階 ちょうちん横丁 飲食 株式会社菱友フーズ 愛知県豊山町 満天 天ぷら・天丼 昔からどこにでもある天丼屋の雰囲気を持った店。良質なエビを使っています。すべてのメニューの価格は3ケタ。おいしさ、価格とも「まんてん」。

《中部地区初出店》 38 ４階 ちょうちん横丁 飲食 株式会社グリーンハウス 東京都新宿区 謝朋殿粥餐庁（シャホウデンカユサンチン） 中華粥 シンプルなお粥だからこそ素材を重視し米塩水にこだわりました。お米の旨みと甘みが楽しめるヘルシーなお粥専門店です。

39 ４階 ちょうちん横丁 飲食 株式会社東邦事業 神奈川県川崎市 和幸 とんかつ 美味しさの秘密は、厳選した素材と伝統の調理技術。専門店のこだわりの味とまごごろ込めたサービスで、みなさまのご来店を心よりお待ちしております。

《新業態新ブランド》 40 ４階 ちょうちん横丁 飲食 株式会社ジェイプロジェクト 愛知県名古屋市 うな匠 うなぎ・丼 名古屋名物のひつまぶしをメインにしたうなぎ屋。一品メニューや地酒、焼酎も取り揃えています。お子様メニューもご用意しております。

※ 41 ４階 ちょうちん横丁 飲食 株式会社若鯱家 愛知県名古屋市 若鯱家 うどん とろみとコクのあるピリ辛ルゥとモチモチとした歯ざわりの極太麺を使用した「名物カレーうどん」は自慢の一品。その他、うどんや丼物もございます。

《唯一の支店》 ※ 42 ４階 ちょうちん横丁 飲食 有限会社らんたん亭 愛知県名古屋市 らんたん亭 パスタハウス 独特のコシを持つ麺と四季折々の食材、豊富なソースで魅了。隠れ家のような小さなパスタハウスです。

《初の支店》 ※ 43 ４階 ちょうちん横丁 飲食 有限会社豆天狗 岐阜県高山市 豆天狗 高山中華そば かつおだしの利いたあっさりしょうゆ味。高山中華の老舗人気Ｎｏ．１「豆天狗」が飛騨高山から遂に初出店致します。

※ 44 ４階 ちょうちん横丁 飲食 有限会社ジャスミン 愛知県名古屋市 味仙 台湾ラーメン 元祖味仙の台湾ラーメンは、唐辛子とニンニクを効かせた挽肉が深い旨みでやみつきにさせる味！今では全国に知られる堂々たる名古屋名物となっています。

《初の支店》 ※ 45 ４階 ちょうちん横丁 飲食 松田聡司 愛知県名古屋市 昭和 ラーメン １６才から家業の屋台で修行。おいしさにこだわり苦心の末に完成した「伝説のラーメン」です。

《新業態新ブランド》 46 ４階 ちょうちん横丁 飲食 前畑陶器株式会社 岐阜県多治見市 和の間 甘味・和雑貨 和のスタイルと食材にこだわった、甘味と和雑貨の複合「和かふえ」。出発や出迎えの前に、ホッとできるモダンな和の空間。味も器もセントレア限定です。

※ 47 ４階 ちょうちん横丁 物販 株式会社えびせんべいの里 愛知県美浜町 えびせんべいの里 えびせんべい 知多半島の特産品であるえびせんべいの販売の他、いかワイン焼きの実演販売を行います。情報発信基地として、お客様のニーズにお応えします。

※の店舗については既に公表済みです。なお、２００４年１月１６日付け店舗公表資料のうち、株式会社　ピノは「セントレア　銘品館」（上記　番号６５）内へのインショップ出店となります。



番号 階層 ゾーン 業種 会社名 本社所在地 店名 業態 店舗の特色

《新業態新ブランド》 ※ 48 ４階 ちょうちん横丁 物販 名鉄海上観光船株式会社 愛知県名古屋市 飛騨の国 饅頭 飛騨のイメージづくりを重点に、素朴な木のやさしいイメージが感じられる内装と活気のある販売空間で、世界遺産に登録されている合掌造りをかたどった「合掌饅頭」を製造販売。

※ 49 ４階 ちょうちん横丁 物販 虎屋ういろ株式会社 三重県伊勢市 虎屋ういろ 生ういろ 昔ながらの手造りの味を守り続け、あっさりとした風味が人気の生ういろ専門店。定番のういろの他、季節限定ういろも好評です。

※ 50 ４階 ちょうちん横丁 物販 株式会社真珠漬本舗 三重県二見町 磯の味くらべ 佃煮・珍味 はまぐり・ほたて・真珠貝柱・さざえ等海産物を、佃煮・珍味に仕立てます。

《新業態新ブランド》 ※ 51 ４階 ちょうちん横丁 物販 株式会社呑龍 愛知県御津町 みそ処　三河呑龍（ミカワドンリュウ） 田楽味噌 こだわりの八丁味噌を使用した出来たての逸品と、こだわりの食材が出会った小粋な味をご提供します。ご当地名物のいちじくを使った食感も楽しんで頂けます。

※ 52 ４階 ちょうちん横丁 物販 株式会社おとうふ工房いしかわ 愛知県刈谷市 とうふや　豆蔵（トウフヤマメゾウ） 豆腐・豆腐加工品 日本の伝統的な食文化である「豆腐」を切り口に、豆乳やおからを使ったユニークなお菓子やいなり寿司などを取り揃えた、大豆製品のバラエティショップです。

《新業態新ブランド》 ※ 53 ４階 ちょうちん横丁 物販 有限会社日間賀観光ホテル 愛知県南知多町 かしき料理　日間賀観光ホテル かしき料理 日間賀島名物たこ・ふぐなどの旬の「かしき料理」と、知多半島の職人たちが工夫を凝らして作るこだわりの逸品をおみやげ品として販売致します。

《新業態新ブランド》 ※ 54 ４階 ちょうちん横丁 物販 ヤマサちくわ株式会社 愛知県豊橋市 おでん茶屋 おでん 創業は江戸、文政年間。変遷する時代を越え、現代まで受け継がれてきた伝統の味。あつあつおでん、焼きたてちくわ、揚げたて半ぺん等、本物の味をご賞味下さい。

《新業態新ブランド》 ※ 55 ４階 ちょうちん横丁 物販 株式会社ゲイン 愛知県名古屋市 あぎみ家 地場物どんぶり・加工食品 あいち・ぎふ・みえの名物を集めて販売。「松坂牛牛丼」（三重）「名古屋コーチン親子丼」（愛知）は実演販売を実施。地域色あふれるお店です。

《新業態新ブランド》 ※ 56 ４階 ちょうちん横丁 物販 あいち知多農業協同組合 愛知県常滑市 季果旬菜の店　あぐりす おむすび・農産加工品 知多半島で採れた農畜産物をふんだんに使ったおにぎり、お寿司をご提供致します。江戸前寿司のルーツとなった話題のお寿司「尾州早すし」も販売致します。

《新業態新ブランド》 ※ 57 ４階 ちょうちん横丁 物販 魚太郎株式会社 愛知県美浜町 網元直売　魚太郎 網元直売 知多半島随一の魚屋を率いて３０年の大将が、地元伊勢湾や遠州灘でとれた新鮮な魚介類を使った特産品など、自分がうまいと思う物だけを取り揃えました。

《新業態新ブランド》 ※ 58 ４階 ちょうちん横丁 物販 吉田商事株式会社 愛知県豊橋市 吉田商店 駄菓子・昔おもちゃ 昭和時代の懐かしさ」と「ご当地（中部地方）のイメージ」を演出し、お菓子やおもちゃを品数豊富に取り揃えました。親子で楽しんでお買い物ができるお店です。

※ 59 ４階 ちょうちん横丁 物販 株式会社藤森時計店 愛知県名古屋市 めいふつ天むす千寿 天むす 北陸産のコシヒカリに、衣に特別な味付けをした小エビを揚げたものを入れ作られたおむすび「天むす」をご提供。厳しく吟味した食材だけを使用しています。

《新業態新ブランド》 ※ 60 ４階 ちょうちん横丁 物販 とこなめ工房株式会社 愛知県常滑市 とこなめ工房　陶翔 陶器 常滑焼を中心とした多様な工芸品及び地場産品を紹介・販売するとともに、著名作家を中心としたギャラリーも開設します。

《中部地区初出店》 61 ４階 ちょうちん横丁 物販 株式会社さが美 神奈川県横浜市 我楽屋おかめ（ワラクヤオカメ） 和雑貨 和のライフスタイルを演出するおしゃれな小物たちと、石畳の路地をイメージした空間のある「和モダン」を感じさせる楽しいお店です。

《新業態新ブランド》 ※ 62 ４階 ちょうちん横丁 サービス ヤマサ總業株式会社 愛知県名古屋市 くつろぎ処 総合リラクゼーション お湯につかりながら飛行機を眺めることができる展望風呂｢宮の湯｣、上質なリラックスタイムを提供する｢ゆらら｣、｢お休み処｣。｢お食事・宮亭｣もございます。

《中部地区初出店》 ※ 63 ３階 非制限エリア 飲食 株式会社Ｉ・Ｎ・Ｂコーポレーション 東京都渋谷区 展望レストラン「クイーン・アリス＆トゥーランドット」 フレンチ・中華 日本を代表するフレンチの「クイーン・アリス」と中華の「トゥーランドット」が優雅に出会います。モダンな空間でゆったりとお楽しみ下さい。

64 ３階 非制限エリア 物販 セントレアおみやげ館 おみやげ 国内線側出発ロビーにあるこのお店は、お土産品から弁当、ビールまで何でも揃うセルフ形店舗。新しい名古屋土産も発見してみて下さい。

65 ３階 非制限エリア 物販 セントレア銘品館 おみやげ 中部地区を代表する和菓子店、洋菓子店、特産品店を中心に、全国からも銘店が集結。１００銘柄近くの銘酒を取り揃えた地酒売場は必見。季節毎の催事コーナーもお楽しみに！！

《中部地区初出店》 66 ３階 非制限エリア 物販 株式会社ソニープラザ 東京都港区 ＭＩＮiＰＬＡ 生活雑貨 輸入菓子・文具・化粧品・化粧雑貨・服飾雑貨・キャラクターなどの商品を小坪数で展開する、ソニープラザの編集型店舗です。

67 ３階 非制限エリア 物販 セントレアフレンズ キャラクターショップ なぞの旅人“フー”をはじめとするセントレアオリジナルキャラクター商品を、バラエティー豊富に取り扱う直営店です。

68 ３階 非制限エリア 物販 株式会社アビックグループ 東京都杉並区 ソニーショップＡＶＩＣ 電化製品 ソニーの電化製品（ツーリストモデル）を中心としたオーディオショップです。

69 ３階 非制限エリア 物販 株式会社ＪＡＬＵＸ 東京都品川区 ブルースカイ 海外土産・旅行用品 日本のお土産として喜ばれる品を全国各地より取り揃えました。旅行に必要、便利、快適、安心な海外旅行グッズも多数ご用意しております。

《新業態新ブランド》 70 ３階 非制限エリア サービス 中日本航空株式会社 愛知県豊山町 ビジネスセンターＰ＠tio（パティオ） ビジネスセンター エアシティ・セントレアに集う全ての皆様に、便利で快適な旅とビジネスの新しいスタイルを提案。ビジネスを円滑に、旅を快適にする情報コンビニエンス。

71 ３階 国内線制限 飲食 株式会社ＪＡＬＵＸ 東京都品川区 ブルースカイ スタンドカフェ 搭乗前にお飲物、名古屋名物きしめんがお召し上がり頂けます。また中部地区の食材を生かした当店限定の「空弁」もお求め頂けます。

72 ３階 国内線制限 飲食 株式会社ＪＡＬＵＸ 東京都品川区 ブルースカイ 軽飲食 飛行機の見えるカフェ。サンドウィッチ・ペットボトル飲料、そして当店が選りすぐった中部地区の食材を生かした今話題の空弁がお求めいただけます。

73 ３階 国内線制限 飲食 全日空商事株式会社 東京都港区 ＡＮＡ　ＦＥＳＴＡ スタンドカフェ

74 ３階 国内線制限 物販 全日空商事株式会社 東京都港区 ＡＮＡ　ＦＥＳＴＡ おみやげ

75 ３階 国際線制限 飲食 スターバックス　コーヒー　ジャパン株式会社 東京都渋谷区 スターバックス　コーヒー スタンドカフェ 高品質のアラビカ種コーヒー豆から抽出したバラエティ豊かなエスプレッソドリンクをはじめ、ペストリー等、待ち時間をゆったりとお楽しみいただけます。

《中部地区初出店》 76 ３階 国際線制限 飲食 株式会社ポッカクリエイト 東京都新宿区 カフェヴォヤージュ スタンドカフェ 出発前にちょっと一息カフェタイム。素材にこだわる厳選メニューを用意しました。気軽に利用できるスタンドカフェです。

77 ３階 国際線制限 飲食 Ｄeli & Café カフェテリア フライト前に気軽に食べられるセルフ方式のデリ＆カフェ。ココでしか味わえない一皿を含め、幅広いニーズにお応えできるお店です。

78 ３階 国際線制限 物販 Gift & Travel goods 海外土産・旅行用品 搭乗直前に便利なコンビニのような使い勝手の良いお店です。渡航先で必要な日本製商品を、消費税免税価格でお安く購入できます。

※ 79 ３階 国際線制限 物販 Centrair Duty Free Liquor & Cigarette 免税品 コニャック、アルマニャック、スコッチ、ワイン、日本酒、焼酎、日本製たばこ、外国製たばこなどの有名銘柄を豊富に取り揃えた免税店です。

※ 80 ３階 国際線制限 物販 カルティエ 免税品

※ 81 ３階 国際線制限 物販 セリーヌ 免税品

※ 82 ３階 国際線制限 物販 エルメス 免税品

※ 83 ３階 国際線制限 物販 ブルガリ 免税品

※ 84 ３階 国際線制限 物販 フェラガモ 免税品

※ 85 ３階 国際線制限 物販 Centrair Duty Free Cosmetics & Fashion 免税品 日本の単一免税店として、 大の店舗です。香水・化粧品の種類の豊富さが自慢です。出発時間ぎりぎりまでショッピングをお楽しみ下さい。

《中部地区初出店》 ※ 86 ２階 非制限エリア 飲食 蔦井株式会社 愛知県名古屋市 Ｃ＆Ｃ カレー 東京より初進出のC＆Cカレーショップ。リーズナブルなC&Cカレーメニューを中心にクイックサービスでご提供致します。

※ 87 ２階 非制限エリア 飲食 フジパンストアー株式会社 愛知県名古屋市 Steiner（シュタイナー） ベーカリーカフェ １９６２年、スイス・チューリッヒで創業。スイスを始め、ヨーロッパ各地の様々なパンやサンドイッチを欧州スタイルのカフェでご提供致します。

88 ２階 非制限エリア サービス ボーダフォン株式会社 東京都港区 ボーダフォンカウンター 携帯電話 国内、海外で使える携帯電話の販売とレンタルのご案内をはじめ、料金プランの変更、料金お支払い、機種変更等のアフターサービスも承ります。

《新業態新ブランド》 89 ２階 アクセスプラザ 物販 セントレアホテル株式会社 愛知県名古屋市 セントレアホテルプラザ ホテルデリカ＆コンビニ アクセスプラザ唯一の店舗。ホテルデリカは味とスピード、コンビニエンスストア「サンクス」は、土産品や旅行用品にポイントを置いた品揃えの店舗です。

90 １階 非制限エリア 飲食 ロイヤル株式会社 福岡県福岡市 ロイヤル カフェテリア 素材と味にこだわったお値打ち価格のフードコートレストランです。新鮮な卵を使ったオムライス、打ちたての蕎麦などお好きなメニューをお選び下さい。

91 １階 非制限エリア 物販 株式会社ローソン 東京都品川区 ローソン コンビニエンスストア ローソンは「マチのほっとステーション」として、一店一店が地域のお客様のニーズにお応えし、地域のお客様に愛されるお店づくりを進めています。

92 １階 非制限エリア サービス 日本郵政公社　東海支社 愛知県名古屋市 常滑郵便局セントレア分室 郵便局 お客様のご利用しやすい１階にオープン。切手や葉書の販売、ゆうパックの引受、振替や貯金等を扱い、ＡＴＭも設置致します。

※ 93 物販 株式会社サークルＫサンクス 東京都江東区 サークルＫ コンビニエンスストア 貨物地区のお客様に商品・サービス等を提供するコンビニエンスストア。カフェテリアレストランも併設しております。

※の店舗については既に公表済みです。なお、２００４年１月１６日付け店舗公表資料のうち、株式会社　ピノは「セントレア　銘品館」（上記　番号６５）内へのインショップ出店となります。

全国の空港で土産物店や飲食店を展開する全日空商事のエアポートショップ。中部地区の銘菓や土産物を取り揃え、快適で楽しい旅のお手伝いを目指します。

貨物地区

セントレアが自信を持ってお勧めする高級ブランドブティック。どの店舗も日本の空港ブティックとしては 大級のスケールです。専門店ならではの豊富な品揃えをお楽しみ下さい。
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