ご利用時間

8:00

Hours

20 : 00

乗継便をご利用の方へ！

Open seven days a week

乗継を行うすべてのお客様は、個人向けラウンジ
「トラベラーズラシュラン」を無料でご利用いただけます。
All Transit passengers can use
"Traveler's Lounge Rassurants" free of charge

1 名 様あたりのご利用料金
大 人（ 13才以上 ）

小 人（ 6〜12才 ）

幼 児・乳 児

Adults (13 years or older)

Children (6 to 12 years old)

Toddlers and infants

￥520

No time limit

※受付カウンターにて、乗継が確認できる航空券等をご提示ください。
※Please present documentation(e.g.ticket or boarding pass) for your connecting ﬂight
at the reception counter.

Free

Maximum of 10 people per group

Services

コーヒー・各 種お茶（無料）
Coﬀee and Tea (free)

成田国 際 空 港
有 料 待 合 室 も是非ご活用ください。
Narita International Airport RENTAL LOUNGE also available

新 聞・雑 誌
Newspapers / Magazines

フライト情報

入退 室
自由
Free in and out
priviliges

Flight Information

F ree W i - Fi
Free Wi-Fi

リクライニングシート
Reclining Chairs
足を伸ばしてゆっくりとおくつ
ろぎいただけます。

予約不 要

ラシュラン

C-1

46席／69㎡

S-1

24席／71㎡

成田国際空港の有料待合室は団体ツアーや多人数でのご旅行の際の
待ち合わせ場所・休憩場所として最適な貸切スペースです。様々なタイプ
のお部屋をご用意しておりますので、用途に合わせて是非ご利用ください。
Narita International Airport RENTAL LOUNGE provides comfortable,
pleasant time for group visitors, appointments.
A variety of rooms available for the needs of visitors

Sit back and put your
feet up.

ご利 用 申 込 先

No reservations
necessary

Where to Register

第 2ターミナル
Terminal 2

tel: 0476-34-5274
tel: +81-476-34-5274

本館4階

待 ち 時 間 を くつろ ぎ タイムに 変 え る 特 等 席 ︒

時間制限
なし

トラベラーズラウンジ

無料

1グループ最大10名様までとさせていただきます。

サービス内容

NARITA INTERNATIONAL AIRPORT

For Transit passengers!

年中無 休

Fee per person
（ 消費税込 ） (consumption tax included)

￥1,030

成田国際空港

Main building, 4th ﬂoor

受付時間 / 9:00〜18：00（年中無休）
Sign-in: 9 a.m. to 6 p.m., 7 days a week

fax: 0476-34-5913
ご予約の際に頂戴致します個人情報につきましては、
ご予約確認等お客様へのご連絡の
目的のみに利用し、厳正な管理のもとでお取扱致します。

Change waiting time
into relaxation time

T R A V E L E R ’S
LOUNGE

Personal information provided at the time of reservation will be used only for contact and conﬁrmation
purposes, and is managed with the strictest care.

日 本 語 http://www.narita-airport.jp/jp/guide/service/list/svc̲24̲info2.html
E N G L I S H http://www.narita-airport.jp/en/guide/service/list/svc̲24̲info2.html
2017年6月現在

INFORMATION

出国手続き前 エリア

「ラシュラン」は 、
個 人 で お 気 軽 にご 利 用 い た だ ける
ラウンジスペ ー ス で す 。

Before Passport Control Area

第 2ターミナル

ゆったりとおくつろぎいただける
ソファーやリクライニングシートはもちろん、
お飲み物等のご用意もございます。
ご搭乗前のひとときに、
ショッピングエリアでのお買い物の途中に、
ぜひお気軽にご利用ください。

Terminal 2

Rassurants provides convenient,
comfortable lounges for individual travelers

出国手続き前のご休憩などにご利用ください
Available for use prior to departure check-in procedures.

空港到着

ラシュラン

チェックイン

出国手続き

Airport arrival

Rassurants

Check-in

Passport Control

出

Rassurants features spacious,
comfortable sofas and recliners,
as well as beverages and other amenities.
Convenient for use prior to boarding,
or feel free to stop
by while shopping in the terminal.

国

Departure

こんな時にもご利用いただけます
Convenience when you need it
SCENE.01

出入り自由なので
乗り継ぎの時間調整や、ご休憩などに
「ラシュラン」
をご利用いただくと、ご休憩はもちろん、
空港内散策も手ぶらでお楽しみいただけます。
With free in and out privileges, great for just a
break or between connecting flights.

Terminal

With Rassurants, you can relax in the lounge or enjoy
shopping and other airport facilities without worrying
about luggage.

2
TRAVELER’S LOUNGE

北見学デッキ

4Fレストラン&ショップ

TRAVELER’S
LOUNGE

4th Floor Restaurants & Shops

4F

足を伸ばしてくつろげるリクライニングシートも
ご用意しています。

South Observation Deck

Main Building

SCENE.02

多忙なビジネスマンの
クールダウンの場として

南見学デッキ

本館

North Observation Deck

北側出発口

南側出発口

North
Departure Gate

South
Departure Gate

A perfect place for busy professionals to take a
breather.
Put your feet up and relax in one of our comfortable
recliners.

3F

SCENE.03
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3F出発エリア
3rd International
Departure Lobby

ご家族でお越しのお客様に
小さなお子様やご年配の方とご一緒の旅行に、
ゆったりと座れるくつろぎの場をご提供いたします。
Families welcome
Rassurants provides spacious, comfortable seating
for those traveling with small children or elderly
family members.

! 注意事項

○故意または過失により、施設、器物等を滅失、
き損、汚染、
またはその他の行為によ
り施設に損害を与えたときには、お客様に損害を賠償して頂くことがあります。
○ラシュランは全面禁煙となっております。

! Please note:
○ Guests will be held liable for loss, damage, or defacement of facilities or
property or other actions resulting in damage to facilities, whether through
willful intent or negligence.
○ Rassurants lounges are completely smoke-free facilities.

