成田国際空港

シャワー ル ーム Shower s

リフレッシュル ーム Day ro om s & S hower s

帰国時のリフレッシュにお気軽にご利用ください。
Perfect for refreshing up on your way home.
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お問い合せ

シャワールーム

リフレッシュルーム
& シャワールーム

DAYROOMS
& SHOW ERS

北ウィング

ご利用時間
6:30

NARITA INTERNATIONAL AIRPORT

リンスインシャンプー、
ボディソープ、
バスタオル、
フェイスタオル、
ドライヤーなどをご用意しておりますので、手ぶらでのご利用が可能です。
なお、
アメニティは利用料金に含まれます。
Shampoo/conditioner, body soap, bath towels, hand towels, and hair dryers
are available--no need to bring your own. Amenities included in the fee.

Fee per person

1名様あたりのご利用料金（消費税込） (consumption tax included)
最初の30分

First 30 minutes

￥1,030

以降15分毎につき

Every 15 minutes thereafter

シャワールームはご予約を承ることはできません。
Showers cannot be reserved.

本パンフレットに記載の内容は2015年4月現在のもので、
営業時間や金額等改定する場合もございますので、予めご了承ください。

Please note that opening hours and amount written on this brochure is as of April, 2015.

￥ 520

DAYROOMS & SHOW ERS
リフレッシュルーム & シャワールーム

お問い合わせ先

DAY
ROOMS
&
SHOWERS

Inquiries

tel: 0476-34-8537

Bringing Comfort
to the Traveler

tel: +81-476-34-8537

（代表 / Main Operator）
（7:00〜21：30）
2015年4月現在

INFORMATION

リフレッシュル ーム
シャワー ル ーム は
さまざまな お 客 様 の
ニ ー ズ に 対 応 します 。
Dayrooms and Showers provide for the needs
of a variety of visitors

N A R I T A

A I R P O R T

D A Y R O O M S & S H O W E R S

シャワーを浴 びて仮 眠もとれる乗り継ぎのオアシス、
リフレッシュルーム。
Dayrooms & Showers--An Oasis Between Connection Flights, With Space for Showers and Napping

第1ターミナル

Terminal 1

リフレッシュルーム

Dayrooms & Showers

第 2ターミナル

出国
手続き後

リフレッシュルーム

Dayrooms & Showers

After Passport
Control

Convenience when you need it
SCENE.01

ご搭乗前・国際線お乗り継ぎ時の
ご休憩に
リフレッシュルームは、シャワー付きの仮眠
室もあり、長時間のフライトに備えてお休み
いただくのにも便利なスペース。
出国手続き後のお客様と乗り継ぎのお客様
がご利用いただけます。

出国
手続き後
After Passport
Control

中央ビル3F
（出国手続き後）

サテライト3F
（出国手続き後）

ご利用時間 Hours
7:00
21:00

ご利用時間 Hours
7:00
21:30

最終受付時間 Final check-in
シャワールーム / 20:30、仮眠室 / 20:00

最終受付時間 Final check-in
シャワールーム / 21:00、仮眠室 / 20:30

当日ご予約・お問い合せ Reservations and Inquiries
0476 - 32 - 4734 +81 - 476 - 32 - 4734

当日ご予約・お問い合せ Reservations and Inquiries
0476 - 34 - 8537 +81 - 476 - 34 - 8537

○シャワールーム8室 ○仮眠室
（シングル／シャワー付き）
9室
○車椅子対応仮眠室
（シングル／シャワー付き）
1室 ○仮眠室
（ツイン／シャワー付き）
3室

○シャワールーム4室 ○仮眠室
（シングル／シャワー付き）
3室
○車椅子対応仮眠室
（ツイン／シャワー付き）
1室○仮眠室
（ツイン／シャワー付き）
2室

○8 Shower rooms ○9 Nap rooms (single/with shower)
○1 Wheelchair-accessible nap room (single/with shower) ○3 nap rooms (twin/with shower)
Note: Dayroom occupancy is limited to 1 adult per single or 2 adults per twin room.
Note: Any number of children aged 12 and below may accompany an adult in a nap room.

○4 Shower rooms ○3 Nap rooms (single/with shower)
○1 Wheelchair-accessible nap room (twin/with shower) ○2 Nap rooms (twin/with shower)
Note: Dayroom occupancy is limited to 1 adult per single or 2 adults per twin room.
Note: Any number of children aged 12 and below may accompany an adult in a nap room.

Central Building, 3rd Floor (After Passport Control)

Satellite, 3rd Floor (After Passport Control)

Shower room / 20:30, Nap room / 20:00

こんな時にもご利用いただけます

Terminal 2

Shower room / 21:00, Nap room / 20:30

※仮眠室は定員
（シングル : 大人1名、
ツイン : 大人2名）
でご利用下さい。※仮眠室は12歳以下のお子様は何名
でも同伴可能です。

ベッドはシモンズ社 製マットレスを使用

※仮眠室は定員
（シングル : 大人1名、
ツイン : 大人2名）
でご利用下さい。※仮眠室は12歳以下のお子様は
何名でも同伴可能です。

Beds feature mattresses by Simmons®

For a break prior to boarding or between
international connecting flights
Dayrooms include nap rooms with showers,
convenient for resting before a long flight.
Availabe for use by visitors who have completed
Passport Control or those on international
connecting flights.

SCENE.02

忙しいビジネスマンの
リフレッシュの場として
到着後にシャワールームを使用すれば、すっ
きりと身だしなみを整えてそのままオフィス
に直行することもできます。
シャワールームは出国手続き前のお客様と
ご到着後に入国審査を済まされたお客様が
ご利用いただけます。

シングルタイプ

Take a shower, get cleaned up, and be ready to
head straight to the office.
Showers are available for use by visitors prior to
Passport Control and by arriving passengers who
have completed immigration procedures.

シャワールーム

Twin room

Shower Room

アメニティ Amenities
リンスインシャンプー、
ボディソープ、
バスタオル、
フェイスタオル、
ドライヤーなどをご用意しておりますので、手ぶらでのご利用が可能です。
なお、
アメニティは利用料金に含まれます。
Shampoo/conditioner, body soap, bath towels, hand towels, and hair dryers are available--no need to bring your own. Amenities included in the fee.

ご利用料金（消費税込） Fees (consumption tax included)
シャワールーム

A place for the busy professional to relax

ツインタイプ

Single room

Shower Rooms

1 名 様あたり
Per Person

最初の30分
First 30 minutes

以降15分毎につき
Every 15 minutes thereafter

￥1,030
￥

仮 眠 室（シングル）
Nap Rooms (single)

520

1室あたり
Per Room

￥1,540

最初の60分
First 60 minutes

以降60分毎につき
Every 60 minutes thereafter

￥

770

仮 眠 室（ツイン）
Nap Rooms (twin)

1室あたり
Per Room

最初の60分
First 60 minutes

以降60分毎につき
Every 60 minutes thereafter

￥2,470
￥1,230

本パンフレットに記載の内容は2015年4月現在のもので、
営業時間や金額等改定する場合もございますので、予めご了承ください。
Please note that opening hours and amount written on this brochure is as of April, 2015.

仮眠室のご予約は、1ヶ月前から承ります。※シャワールームはご予約を承ることはできません。

インターネットでご予約ください。
（１カ月前〜前日まで）

事前のご連絡なしに、
チェックイン予定時刻より30分以上遅れた場合はキャンセルとさせていただきます。

日 本 語 http://www.narita-airport.jp/jp/guide/service/list/svc̲37.html
E N G L I S H http://www.narita-airport.jp/en/guide/service/list/svc̲37.html

Reservations for nap rooms accepted one month in advance. Note : Showers cannot be reserved.

Your reservation will be cancelled if you do not arrive within 30 minutes following your scheduled reservation time.

Reservations are available via the internet ( from one month to the day before of your stay ).

