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2020 年春、羽田空港第 2 ターミナルで 

ANA の新しい国際線サービスが始まります 
 

 
 

 

ANAは、2020年 3月 29日(日)より、羽田空港第 2ターミナル国際線施設のオープンに伴い、新しいサービスを開始

いたします。 

新しい施設では、自動手荷物預け機やスマートレーンなどを使用した新しい搭乗手続き「FAST TRAVEL」の推進に

より、チェックインからご搭乗までストレスフリーな移動が可能になります。また、新たに国際線出発ラウンジおよび到

着ラウンジをオープンします。本邦最大級の出発ラウンジでは、上質なくつろぎの空間に加え BAR カウンターや LIVE

キッチンを設け、バーテンダーやバリスタ、シェフがお客様の目の前でお飲み物やお食事を提供します。※1。到着ラウ

ンジではお客様ニーズの高いシャワー施設を充実させると共に、旅の疲れを癒していただける足湯エリアを設けまし

た。 

ますます便利・快適になる羽田空港から始まる、ANA の新しいサービスにどうぞご期待ください。 

 

※1 新型コロナウイルスの発生を受け、お客様に安心してご利用いただけるようラウンジ内でご提供するご飲食サービスの内容を制限さ

せていただいております（2020 年 3 月 19 日現在）。 

 

 

1． 自動手荷物預け機 

第2ターミナル国際線施設に新たに設置される自動手荷物預け機13台(26レーン)を使ったサービスを開始するこ

とで、国際線においても簡単な操作のみで手荷物の受託手続きをよりスムーズに行っていただくことができます。

当該機器は、今後増加する海外のお客様に対応するため、日本語、英語、中国語（繁体・簡体）、韓国語、フランス

語とドイツ語の7言語対応となっています。 
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第 2 ターミナル国際線出発ロビー 

第2ターミナル 3階国際線出発ロビー 自動手荷物預け機 
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・自動手荷物預け機やスマートレーンを使用した、ストレスフリーな搭乗手続きが可能になります。 

・ANA ファーストクラス・最上級会員のお客様用の居室型カウンターや、お手伝いが必要なお客様用の 

カウンターがご利用いただけます。 

・BAR カウンターや LIVE キッチンなどを新設した本邦最大級の出発ラウンジをオープンします。 

※画像提供：日本空港ビルデング株式会社 



2． 保安検査場のスマートレーン 

保安検査場では、最先端の保安検査機であるスマートレーン10台が設置され、4人のお客様が1レーンを同時に

利用できるため、検査までの待ち時間を短縮することができます。 

 

3． 多様なニーズにあわせたカウンター 

ANA ファーストクラス・ダイヤモンドサービスメンバーのお客様用の居室型カウンターや、お手伝いが必要なお

客様用のユニバーサルデザインのローカウンターがございます。 

    

 

 

 

※画像提供：日本空港ビルデング株式会社 

 

 

 

ANA では第 2 ターミナル国際線施設のオープンに伴い、新たに本邦最大級の国際線出発ラウンジ、およびご到着

後にもゆっくりおくつろぎいただけるよう到着ラウンジをオープンいたします。 

 

1． デザインコンセプト：「一期、一会」 

 ANA の国内線ラウンジや国際線の機内プロダクトを手掛けている、日本を代表する建築家・隈研吾氏監修のも

と、“積み重ねた時間”と“きらめきの瞬間”が融合する、ANA ならではのおもてなし空間をつくり上げたいという想

いを込めました。 

ラウンジの随所に自然の中にある青（空、水等）を照明やアート等の光で表現し、日本の伝統を感じられる印象

的な建築デザインとすることで、日本の玄関口として相応しい日本庭園のような設えとしました。 

 

2． 国際線出発ラウンジ「ANA SUITE LOUNGE」、「ANA LOUNGE」概要 

本邦最大級のラウンジスペースを活かし、総座席数約 1300 席（ANA SUITE LOUNGE 約 360 席、ANA 

LOUNGE 約 900 席）をご用意しました。お客様の多様な過ごし方を実現する様々なサービスや設備を導入いたし

ます。 

    

   ※新ラウンジサイト URL: https://www.ana.co.jp/ja/jp/serviceinfo/international/inflight/guide/lounge/features/hnd_t2/   

 

■ANA SUITE LOUNGE：営業時間 5：00～最終便出発まで 

ラウンジ内の各エリアの境目には、障子を模したメタルメッシュを設け、入口から奥に進むにつれてよりプライベ

ートな空間を感じていただけるよう、日本の伝統的な空間特性である「奥行」を表現しました。また、各エリアでは

新たなサービスを実施します。 

 

第 2 ターミナル国際線出発・到着ラウンジ 

ANAファーストクラス・ダイヤモンドサービスメンバーの

お客様用の居室型カウンター 

https://www.ana.co.jp/ja/jp/serviceinfo/international/inflight/guide/lounge/features/hnd_t2/


 

（1） LIVE キッチンの新設（3 階ダイニングエリア）：営業時間 6:00～11:00/18:30～24:30（予定） 

五感を刺激する食のエンターテインメントとして LIVE キッチンを新設します。お客様の目の前でシェフが調理

した出来たてのお料理をご提供します。ダイニングエリアには、ご注文をいただいてからシェフが一皿ずつ丁

寧に仕上げた料理をレストラン形式で提供する「DINING h」や「ヌードルバー」も設置します。 

 

               
 

         

 

 

（2） BAR カウンターの新設（4 階）：営業時間 6:00～12:30/15:00～24:30（予定） 

ANA のラウンジとしては初となる対面式のカウンターで、ドリンクサービスをお楽しみいただけます。朝時間

帯はバリスタによるサービス、夜時間帯はバーテンダーによるサービスをご提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（3） ナッピングエリアの新設（4 階） 

出発前にゆっくりおくつろぎいただけるよう、横になれるベッド 6台とリクライニングチェア 5台を設置したナッピ

ングエリアを新設します。 

 

 

 

 

 

 

 

■提供メニュー 

朝時間帯(6:00～11:00) :オムレツ 

お客様の注文に応じてオムレツをお作りします。

チーズやオニオン、トマトなど計 7 種類のトッピン

グからお好きなものをお選び頂き、オリジナルの

オムレツをお楽しみください。 

夜時間帯(18:30～24:30) :握り寿司 

吟味した寿司ネタを用意し、酢飯はネタの邪魔を

しない、口どけ、シャリ離れの良いブレンド米を使

用しています。熟練の職人が握る美味しいお寿

司を、ぜひご堪能ください。 

「DINING h」で提供する食事（一例） 

■提供メニュー 

朝時間帯(6:00～12:30)  

バリスタがエスプレッソマシンを用いて、エスプレッソ、 

カフェラテなどのコーヒーメニューを提供します。 

 

昼～夜時間帯(15:00～24:30)  

バーテンダーにより、約 20 種類のカクテルやノンアルコー

ルカクテル、ワイン、日本酒、焼酎など様々なバー 

メニューを提供します。 



    

（4） ANA SUITE LOUNGE 専用受付（4 階） 

日本庭園を想起させる伝統的な表現の延段や竹林を取り入れ、特別感のある落ち着いた空間となっていま

す。車いすを利用するお客様や、座ったままでのお手続きをご希望のお客様に配慮した高さのカウンターも

設置します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ANA LOUNGE：営業時間 5：00～最終便出発まで 

窓に囲まれた明るく広いスペースを活かして、水平の広がりを重視したレイアウトとしました。 

    

（1） LIVE キッチンの新設（4 階）：営業時間 6:00～11:00/18:30～24:30(予定） 

ビュッフェエリアでご提供するあたたかいお食事をお客様の目の前でシェフが調理いたします。また、ご好評

いただているヌードルバーも設置します。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  （2）BAR カウンターの新設（4 階）：営業時間 15:00～24:30（予定） 

ANA のラウンジとしては初となるバーテンダーによるドリンクサービスをご提供します。約 20 種類のカクテルや

ノンアルコールカクテル、ワイン、日本酒、焼酎などのバーメニューをお楽しみいただけます。 

  

 

 

 

 

 

 



 

（3） ブース席エリアの新設（4 階） 

プライバシーを確保したブース席を 24 席設置したエリアを新設します。お二人でもご利用いただける横幅の

広いソファもご用意します。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

（4） キッズルームの新設（4 階） 

お子様連れのお客様にも安心してご利用頂けるよう、フロアマットを敷いたキッズルームを ANA の国際線ラ

ウンジとして初めて設置します。 

 

3． 到着ラウンジ「ANA ARRIVAL LOUNGE」概要：営業時間 4：30～12:30 

    羽田空港ご到着後ゆっくりとおくつろぎいただき、またリフレッシュした状態で次の目的地に向かっていただける

よう、到着ラウンジを新設します。窓に囲まれた空間を生かして開放感のあるデザインとしました。軽食やお飲み

物もご提供します。 

  

   （1）シャワールームの設置 

     お客様のニーズにお応えできるよう 16 室のシャワールームと、車いすをご利用のお客様の使いやすさに配慮

したシャワールームを 2 室設置します。 

    

   （2）足湯エリアの設置 

ANA のラウンジとしては初となる足湯エリア(2 ブース)を設置

します。滑走路の向こうにオーシャンビューが広がる開放感

のある景観を眺めながら、ゆっくりとおくつろぎ下さい。 

      

 

 

 



なお、羽田空港第 2 ターミナル国際線施設の供用開始に伴い、羽田空港第 3 ターミナル 114 番ゲート付近の「ANA 

SUITE LOUNGE」「ANA LOUNGE」は、2020 年 3 月 28 日をもって営業を終了いたします。 

 

 

 

※ 画像はすべてイメージです。 

※ 都合により、予告なく内容が変更になる場合や、ご希望に添えない場合がございます。 

※ 新型コロナウイルスの発生を受け、お客様に安心してご利用いただけるようラウンジ内でご提供するご飲食サービスの内容を制限さ

せていただいております（2020年 3月 19日現在）。当新ラウンジにてご提供するサービスも本リリースの内容と異なる場合がございま

すので了承ください。 

 

以上 

 

■別紙：羽田空港第 2 ターミナル国際線フロアマップ、ラウンジ施設概要 

隈研吾氏からのコメント 

「一期、一会」というコンセプトで国内線ラウンジをデザインしてきましたが、今回の羽田空港第 2 ター

ミナル国際線施設のラウンジは、そのデザインの集大成といえるものです。国際線のラウンジという

ことを考慮し、日本の玄関口として相応しい日本庭園のような設えを用意しました。また、ANA SUITE 

LOUNGE と ANA LOUNGE では、自然の中にある「青」を感じさせる光の演出として、空の青、茶庭の

中にある蹲（つくばい）の水の青等、日本の風景を感じて頂けると思います。 

 

最新の機内プロダクト「THE Suite」、「THE Room」とも呼応する新しいラウンジを是非お愉しみ下さ

い。 



国際線施設 

３F 国際線施設/ 

一般エリア・保安エリア 

・国際線出発ロビー 

２F 国際線施設/保安エリア 

・国際線到着ロビー 

 

４F 国際線施設/一般エリア 

・ショップ＆サービス 

１.5F 国際線施設/保安エリア 

・到着コンコース 

 

第 2 ターミナル 

■別紙 

1． 羽田空港第 2 ターミナル国際線フロアマップ 

第2ターミナルの国際線施設は、国内線施設と隣接しており、国内線国際線間の乗り継ぎがスムーズになります。 

国際線ご出発のお客様は3階出発ロビーで搭乗手続き～出国手続き後、2階に移動し、搭乗ゲートから出発さ

れます。ご到着のお客様は、1.5階到着コンコースを通り、2階の到着フロアにて入国手続きを受け、国際線到着

ロビーへ至ります。 

また、国際線の増便に対応する第2ターミナルの施設を有効的に活用するため、66番～70番搭乗口を、午前

中は国際線、午後は国内線として使い分ける運用（スイング運用）が行われます。71番～73番搭乗口は常時国

際線として使用されます。 

 

 

※画像提供：日本空港ビルデング株式会社 



2． ラウンジ施設概要 

（1） ANA SUITE LOUNGE/ANA LOUNGE 

 場所：羽田空港第 2 ターミナル国際線出国後エリア 

 営業時間：5:00～最終便出発まで 

 ご利用対象：羽田空港第 2 ターミナルから国際線にご搭乗されるお客様で各ラウンジのご利用基準を満たす方

（ANA SKY WEB をご参照ください）。 

 

（2） ANA ARRIVAL LOUNGE 

 場所：羽田空港第 2 ターミナル国内線出発ロビー 

 営業時間：4:30～12:30（予定） 

 ご利用対象： 

①ANA 運航の国際線で羽田空港第 2 ターミナルにご到着された以下の方 

  ・ファーストクラス、ビジネスクラスをご利用のお客様 

  ・ANA ダイヤモンドサービスメンバー、プラチナサービスメンバーおよびスーパーフライヤーズ会員のお客様 

②ANA 運航の国内線でご到着の ANA ダイヤモンドサービスメンバーのお客様 

 


