T E L ／ 0 4 7 6 - 3 2- 2 5 5 5
営業時間／ 6：3 0 〜 2 1：3 0（年中無休）

注意事項 / Please note

Hours: 6:30 a.m. to 9:30 p.m. (Open all year around)

当ラウンジでは航空会社の放送は流れませんので、
ご搭乗便の出発時間はお客様自身で
ご確認いただきますようお願いいたします。
Airline announcements are not broadcasted in this lounge.
Please keep track of your departing flight.

飲食物の持ち込みはお断りしてしております
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Please refrain from bringing food or drinks into this lounge.
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携帯電話での通話は電話ブースをご利用ください。
When making a call on a mobile phone, please use the phone booth.
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中央ビル

Central Bldg.

当ラウンジは、全エリア禁煙となります。
Smoking is prohibited in all areas of this lounge.

出国手続き
（ 南ウイング）

Passport Control
South Wing

当ラウンジ内でのカートのご利用はお断りしております。
Please refrain from using carts in this lounge.

出国手続き
（ 北ウイング）

Passport Control
North Wing

場所：第 1 ターミナルビル 3F 26 番ゲート付近（出国手続き後エリア）
3rd floor, Terminal 1, adjacent to Gate 26 (after passport control)
2016.11

コーヒーを片 手に
旅 立ちを彩るひとときを── 。

営業時間 / Hours
6：30 〜 21：30
6:30 a.m. to 9:30 p.m.

Grab a coffee, sit back and add some color to your travel

利用料金（税込）/ Fee per person (tax included)
大人（12 歳以上）￥1,200
Adults (12 years old or older) 1,200 yen

小人（6 〜 11 歳）￥600
Children (6 to 11 years old) 600 yen

サービス内容 / Service details

時間制限
なし
No time limit

入退室
自由
Come and go
as you please

コーヒー、各種ドリンク
Coﬀee and soft drinks

新聞・雑誌
Newspapers and magazines

フライト情報
Flight information

それぞ れのシーンに合わ せ た 座 席 やレイアウト（ 座 席 数：9 1 席 ）

Chairs and layout for every need (Seating capacity: 91)

無線 LAN
Free Wi-Fi

各席充電可

予約不要
Reservation
not required

Powerpoints at each seat

TELブース
Phone booth

お 食 事 やアルコールなど 、豊 富なメニューを取り揃えております 。

追加料金にて以下のサービスをご用意しております。
Services provided for an additional fee

お食事（サンドウィッチ、カレー、麺類、デザート等）
Meals (sandwiches, curry, noodles, desserts, etc.)

アルコール（ビール、ワイン等）
Alcohol (beer, wine, etc.)

A great menu with a fine selection of food and alcoholic beverages.

