おトクなクーポンが満載！

JCB空港優待ガイド
優待期間 :

2020年 9月 30日（水）

JCBカードを使って

空港をおトクに楽しもう！

このマークのついているカード
すべてが JCB カードです。

JCB ブランドサイト

4階

成田国際空港
第1ターミナル

Narita International Airport Terminal 1

4階

和食

京成友膳

刺身や天ぷら、肉料理をはじめ、
うどんやそ
ば、寿司などさまざまな定食が楽しめる和食
ファミリーレストラン。

10%引き
※一部のメニューは除く。

7：00AM〜9：00PM
（L.O. 8：45PM）
0476-32-5905

■ 営業時間／
■ 電話／

4階

EXPRESS GLASS

メガネとサングラスの専門店。
リーズナブルな
価格の商品からレイバン、
オークリーといった
有名ブランドの商品まで、幅広い品揃え。度付
きも約20分で作製可能。

10%引き
※ご利用代金が5,000円
（税抜）以
上の場合に限る。
一部の商品は除く。

■ 営業時間／ 8：00AM〜8：00PM
■ 電話／ 0476-33-2955

4 階 博品館TOY PARK 成田空港店 オリジナル商品をプレゼント

（税抜）以
日本のお土産や、人気のキャラクターグッズ、 ※ご利用代金が3,000円
上の場合に限る。
レシート合算不可。
機内で遊べるおもちゃを取り揃えたショップ。

■ 営業時間／ 8：00AM〜8：00PM
■ 電話／ 0476-32-6458

5階

10%引き

※ご利用代金が1,000円
（税抜）以
上の場合に限る。
レシート合算不可。

■ 営業時間／ 10：00AM〜8：00PM
■ 電話／ 0476-32-9191

Narita International Airport Terminal 2

10%引き

和膳や丼物のほか、
うどんやそばなどの和食
を提供。
日本の方はもちろんのこと、外国の方
も数多く利用する。

7：00AM〜9：00PM
（L.O. 8：30PM）
■ 電話／ 0476-32-5983

■ 営業時間／

7：00AM〜8：30PM
（L.O. 8：00PM）
■ 電話／ 0476-32-4886

■ 営業時間／

4階

ASD空港専門大店

10%引き

4階

KONNICHI和

旅行中に役立つ品々を取り揃えたキオスク。 ※一部の商品は除く。
チェックイン前に立ち寄り旅行中に活躍する
グッズを見つけよう。

食品から民芸品まで「和」
をテーマにした品数
が豊富なお店。
ここなら珍しいアイテムが見つ
かるかも。

■ 営業時間／ 7：00AM〜8：00PM
■ 電話／ 0476-32-5930

■ 営業時間／ 7：30AM〜8：30PM
■ 電話／ 0476-32-7327

4 階 サツマヤ オクタニ 5%引き

手もとをキレイに整えて、気分よくおでかけし
てみては。マニキュアやマニキュア感覚の簡
単なジェルなどを取り扱っている。

■ 営業時間／ 7：30AM〜8：30PM
■ 電話／ 0476-32-8646

■ 営業時間／ 9：00AM〜8：00PM
■ 電話／ 0476-33-8335

5 階 空夢
食品・玩具・民芸品店。
リーズナブルな価格で
日本のお土産を揃えている。

ストラップをプレゼント
※ご利用代金が1,000円
（税抜）以
上の場合に限る。
レシート合算不可。

■ 電話／

航空機の模型やおもちゃやエアラインロゴ入
りグッズなど、お子様から航空ファンの方まで
楽しめる専門店。

※一部の商品は除く。

■ 営業時間／ 8：00AM〜8：00PM
■ 電話／ 0476-32-6109

カット、
シャンプー、
シェーブのほか、ヘッドスパ
コースといったメニューで旅のあい間にリフ
レッシュできる。パーマやヘアカラーも行える
本格派。

■ 営業時間／
■ 電話／

9：00AM〜7：00PM

（パーマ・カラー最終受付 5：00PM）

0476-34-6350

※物販商品は除く。

5 階 ヘアーサロン キングス 20 or 10%引き
出発までの空き時間にカット・シャンプー、顔
剃りなど、
旅前の身だしなみを整えられる。

■ 営業時間／

5 階 航空科学博物館バイプレーン 5%引き

10%引き
※一部の商品は除く。

4 階 ネイルクイック 成田第1ターミナル店 5%引き

あらゆる種類の美術工芸的なお土産品が揃う。
観光の記念に、
お気に入りの品を見つけよう。

2階 アーネスト

成田国際空港
第2ターミナル

4 階 菜の里

洋食をお膳スタイルで提供するレストラン。明
るくエレガントな雰囲気の客席で飛行機の離
着陸を眺めながら、出発前の心なごむひとと
きを楽しめる。

■ 営業時間／ 8：30AM〜7：30PM
■ 電話／ 0476-32-8640

タイ国料理 ジャイタイ ソフトドリンクをサービス

本格的なタイ料理が楽しめる。

NARITA 洋膳屋 ROYAL

https://www.jcb.jp/

※ご利用代金が4,000円
（税抜）以
上の場合、
20%引き。4,000円
（税
抜）
未満の場合、
10％引き。
レシート
合算不可。

8：00AM〜7：00PM

（パーマ・カラー最終受付 5：00PM）

0476-32-9381

5 階 不二家レストラン 10%引き
明るく開放感のある店内で、飛行機を見なが
らくつろげる。

7：00AM〜9：00PM
（L.O. 8：15PM）
0476-32-5951

■ 営業時間／
■ 電話／

10%引き

ご利用上の注意
● ご注文、
ご購入時に優待クーポンをご提示のうえ、JCB

カードでお支払いください。

空港優待
クーポン

● 優待クーポンは1回につき1枚のみ、
1グループ様まで利

用できます。
● 税金・サービス料などは、
優待の対象となりません。
● 他の優待やクーポンとの併用はできません。
● 予告なく掲載内容が変更となる場合や、
店舗の都合により

優待サービスを変更または中止する場合があります。
● 掲載の情報は2019年8月現在の情報です。

2階 ホットハート
お弁当、食品、酒、たばこ、旅行用品など、旅の
お供を多数取り揃えている。

5%引き
※一部の商品（たばこ、雑誌等）
は除
く。

■ 営業時間／ 6：00AM〜8：00PM
■ 電話／ 0476-34-6331

4階

※お料理を注文した場合に限る。

8：00AM〜9：00PM
（L.O. 8：30PM）
0476-34-6135

4 階 謝朋殿 成田国際空港 10%引き
本格中国料理店。一番人気の担々麺は食べて
おきたい一品。

※一部のメニューは除く。
ご利用代
金がおひとり様1,000円（税抜）以
上の場合に限る。セール品（キャン
ペーン商品）
は除く。
レシート合算不
可。

8：30AM〜9：30PM
（L.O. 9：15PM）
■ 電話／ 0476-34-6230
■ 営業時間／

搭乗
エリア内

ASIAN CAFÉ BOWL BOWL

4階

美術工芸品

横山

新古美術工芸品を専門とする、創業100年以
上の歴史ある京都の老舗骨董品店。海外向け
のギフトも用意している。

4階

RB

離発着するたくさんの飛行機が見える見晴ら
しの 良 い 店。 お 箸 で 食 べるNoodle&Bowl
Rice"を テ ー マ に、ア ジ ア ン テ イ スト な メ
ニューを揃えている。

7：45AM〜9：30PM
（L.O. 9：00PM）
■ 電話／ 0476-34-6610

10%引き

7：30AM〜9：00PM
（L.O. 8：30PM）
■ 電話／ 0476-34-6153

■ 営業時間／

BLUE SKY MISO KITCHEN

昭和21年に大阪で創業したお好み焼専門店。
ぼてぢゅう による、本場大阪グルメを提供。
秘伝70年焼そば、元祖モダン焼、
たこ焼など、
メニューも多彩。

8：00AM〜9：00PM
（L.O. 9：00PM）
■ 電話／ 0476-34-6612

10%引き

ご利用上の注意
● ご注文、
ご購入時に優待クーポンをご提示のうえ、JCB

カードでお支払いください。

空港優待
クーポン

国内線
第1旅客ターミナル
Haneda Airport International
Domestic Terminal 1

10%引き
※ドリンクのみ不可

■ 営業時間／ 4：00AM〜9：00PM
■ 電話／ 0476-37-3435

和食・洋食と幅広いメニューをご用意。窓際よ
り滑走路が一望でき、
おひとりから団体まで利
用できる。

6：15AM〜9：30PM
（L.O. 9：00PM）
03-5757-9020

■ 営業時間／ 4：00AM〜9：00PM
■ 電話／ 0476-34-4160

4 階 ロイヤルドミニコイタリアンダイニング 10%引き
飛行機の離発着を眺めながら、落ち着いた雰
囲気の中で食事ができる。
オススメは焼立て
のナポリ風ピッツア。

■ 電話／

4 階 神楽坂グラタン食堂ボングゥ 10%引き
素材にこだわり、濃厚でなめらかな自慢のベ
シャメルソースを使用。熱々でチーズがとろけ
るグラタンを楽しめる。

4 階 まかないこすめ 8%引き
和と天然素材にこだわった化粧品と和雑貨の
店。

9：00AM〜11：00PM
（L.O. 10：00PM）
03-5755-9513

■ 営業時間／
■ 電話／

ノベルティーをプレゼント

10：00AM〜10：00PM
（L.O. 9：30PM）
03-5757-6061

■ 営業時間／

Haneda Airport International
Flight Passenger Terminal

※優待利用は1回に限る。
セール商
品は除く。

● 予告なく掲載内容が変更となる場合や、
店舗の都合により

ステーキ丼、
カレーなどが楽しめる洋風どんぶり
屋。
笑顔いっぱいのスタッフが出迎えてくれる。

■ 電話／

国際線旅客ターミナル
10：00AM〜9：00PM
（L.O. 8：30PM）
■ 電話／ 03-5757-9044

● 他の優待やクーポンとの併用はできません。

2階 洋丼屋ONE BOWL 10%引き

■ 営業時間／

羽田空港

■ 営業時間／

用できます。
● 税金・サービス料などは、
優待の対象となりません。

優待サービスを変更または中止する場合があります。

10%引き

SPF霧島純粋豚、四元豚の2種類の豚を使用
したとんかつ専門店。

● 優待クーポンは1回につき1枚のみ、
1グループ様まで利

● 掲載の情報は2019年8月現在の情報です。

4 階 ロイヤルコーヒーショップ 羽田空港店 10%引き

羽田空港

5%引き

ロイヤル 成田空港第2売店 10%引き

8：00AM〜9：30PM
（L.O. 9：00PM）
■ 電話／ 0476-34-6645

Narita International Airport Terminal 3

ROOTOTE GALLERY

搭乗
エリア内

■ 営業時間／

成田国際空港
第3ターミナル

4階

GIFT KEISEI JAPANESE SOUVENIR

サテライトにあるスタンド喫茶と食品、
雑貨など
を揃えた店。
買い忘れたものが見つかるかも。

2階 ぼてぢゅう屋台

“楽しいお出かけ！〜 Fun Outing! 〜 "がコン
セプトのROOTOTE
（ルートート）
の専門店。

4階

着物、ちりめん、
キーホルダーなど日本のお土
産を各種取り揃えている。

ローストビーフを使った丼ぶりやサンドイッチ
のほか、
アルコールにあうおつまみメニューを
取り揃えている。
ゆっくりくつろげる空間。

搭乗
エリア内

5%引き
※ご利用代金が500円（税抜）以上
の場合に限る。一部の商品は除く。

■ 営業時間／ 7：30AM〜9：00PM
■ 電話／ 0476-34-8630

味噌をコンセプトとしたレストラン。多彩なメ
ニューで、朝食から晩酌まで、その時にあった
日本ならではのおいしい料理を味わうことがで
きる。

■ 営業時間／

4 階 黄金色の豚

5%引き
※ご利用代金が10,000円（税抜）
以上の場合に限る。

■ 営業時間／

10%引き

3階 エルプラザ
医薬品や旅行用品を多数取り揃えている。

■ 営業時間／ 7：00AM〜9：00PM
■ 電話／ 0476-34-6222

■ 営業時間／ 7：30AM〜9：00PM
■ 電話／ 0476-34-8598

■ 営業時間／
■ 電話／

※物販商品は除く。

■ 営業時間／ 10：00AM〜8：00PM
■ 電話／ 0476-34-6056

とんかつ いなば和幸 ソフトドリンクをサービス

チルド管理された生肉を使用した、安心、安
全、ヘルシーな「こだわり」
とんかつ。
ご飯、味
噌汁、
キャベツはおかわり自由。

3階 ネイルクイック 成田第2ターミナル店 5%引き
手もとをキレイに整えて、気分よくおでかけし
てみては。マニキュアやマニキュア感覚の簡
単なジェルなどを取り扱っている。

海外旅行前の情報収集に！
世界の旅好き
（旅LOVER）
にすてきな
海外旅行をご提案するサービスです。
たびらばを使って世界を旅してみませんか？

■ 営業時間／ 8：00AM〜9：00PM
■ 電話／ 03-3747-0047

■ 営業時間／ 7：00AM〜10：00PM
■ 電話／ 03-6459-9077

http://tabilover.jcb.jp/

4 階 カフェ・カーディナル 10%引き

4 階 せたが屋

銀座の名店「パブカーディナル銀座」から続く
系譜。
「気楽さ」
「楽しさ」
を体現した“止まり木
的存在の店。

インパクトのある魚介の風味を効かせたスープ
が絶品ラーメンは、
ぜひ食べておきたい一品。

■ 営業時間／ 24時間営業
■ 電話／ 03-3747-0073

■ 営業時間／ 24時間営業
■ 電話／ 03-5708-0899

中部国際空港
［セントレア］
第1ターミナル

Chubu International Airport Centrair
Terminal 1

4階

I ZONE NEW YORK セントレア店

直射日光のギラつきや、
ガラス、水面、芝目、雪
の表面などの光の乱反射をブロックするサン
グラスで、
クリアな視界を提供。

5%引き
※5,000円
（税抜）
以上の商品購入
時のみ。
レシート合算不可。
一部の商
品は除く。

■ 営業時間／平日10：00AM〜9：00PM
土・日・祝日8：00AM〜9：00PM
■ 電話／ 0569-38-1707

3階 櫻文化堂
日本国内・海外の家電商品や旅行用品、各種
お土産を多数取り揃えている。

Kansai International Airport Terminal 1

3階 空港専門大店 グルメギフト店 5%引き

※一部の商品、
セール品は除く。

■ 営業時間／ 7：00AM〜9：30PM
■ 電話／ 072-456-6573

3階 フォレスト 関西空港店 10%引き

8：00AM〜9：30PM
（L.O. 9:00PM）
072-456-6606

5%引き
※一部の商品、
セール商品は除く。

ご利用上の注意
● ご注文、
ご購入時に優待クーポンをご提示のうえ、JCB

カードでお支払いください。

空港優待
クーポン

10%引き
※スマートフォンなどの画像提示の

6：00AM〜9：00PM
（L.O. 8:30PM）
072-456-6651

3階 京都クラフトマート 5%引き

※一部の商品、
セール品は除く。

※一部の商品、
セール商品、
ブランド
は除く。

AAS免税店

関空T1でこの店のみの取り扱い商品が多く
ある。
ネット予約も利用できて便利。

■ 営業時間／ 7：00AM〜0：00AM
（深夜）
■ 電話／ 072-456-6425

3階 ココカラファイン 関空店 5%引き
旅行に必要な薬、
トラベルグッズなど便利な商
品を取り揃えている。薬のことも気楽に相談で
きるのが嬉しい。

※一部の商品を除く。優待利用は１
回に限る。

3階 博品館TOY PARK 関西空港店 オリジナル商品をプレゼント

おもちゃやぬいぐるみ、
日本の人気キャラク
ターや飛行機模型など、
遊び心ある商品を取り
揃えている。

3階 サツマヤ奥谷
京都の美術陶器「京薩摩焼」の窯元が演出す
ショップ。
日本全国各地のお土産品を数多く取
り揃えている。

※ご利用代金が3,000円
（税抜）以
上の場合に限る。
レシート合算不可。

5%引き
※セール商品は除く。

■ 営業時間／ 7：00AM〜9：30PM
■ 電話／ 072-456-6661

5%引き
※サングラスの購入時のみ。
セール

直射日光のギラつきだけでなく、
路面や水面、 商品は除く。
雪面、
ガラスなどからの反射光も軽減する福井
県鯖江産の偏光レンズ（ＵＶカット99.9％以
上）
を取り扱っている。
クリアな景色で快適な
旅をサポート。

搭乗
エリア内

● 予告なく掲載内容が変更となる場合や、
店舗の都合により

■ 営業時間／ 7：30AM〜9：30PM
■ 電話／ 072-456-6666

3階 ジュエリーカメオカ 関西空港店 5%引き

I ZONE NEW YORK

● 他の優待やクーポンとの併用はできません。

■ 営業時間／ 7：00AM〜9：30PM
■ 電話／ 072-456-6462

■ 営業時間／

3階

用できます。
● 税金・サービス料などは、
優待の対象となりません。

優待サービスを変更または中止する場合があります。

落ち着いた雰囲気の店内で、
ドリンクや麺類、 みでは優待提供不可（本紙提出必
丼ぶりものなど充実したメニューを取り揃え 須）。
ている。

京都の「いいもの」や日本の「いいもの」を集
めた、和のギフトセレクトショップ。

● 優待クーポンは1回につき1枚のみ、
1グループ様まで利

● 掲載の情報は2019年8月現在の情報です。

■ 営業時間／ 7：00AM〜9：30PM
■ 電話／ 072-456-6562

空港専門大店 免税店ASD 5%引き

■ 営業時間／ 7：00AM〜0：00AM
（深夜）
■ 電話／ 072-456-6531

7：30AM〜9：00PM
（L.O. 8:00PM）
0569-38-8550

※一部の商品は除く。

■ 営業時間／ 7：00AM〜9：30PM
■ 電話／ 072-456-6607

■ 営業時間／ 7：00AM〜9：30PM
■ 電話／ 072-456-6625

たばこを多数取り揃えている。
シュウ ウエムラ
やヘレナルビンスタイン、
ロレアル、資生堂な
どのコスメや香水も充実。

■ 電話／

セイコー、
カシオ、
シチズン、
オリエントといっ
た、
日本を代表するブランドや海外旅行に最適
なデュアルタイムウォッチを数多く揃えている。

■ 営業時間／

搭乗
エリア内

Goryo

※一部の商品は除く。

■ 営業時間／

■ 営業時間／ 7：00AM〜9：30PM
■ 電話／ 072-456-6485

クイックコースをはじめ、
足底、
顔つぼ、
全身コー
スなど豊富なメニューを取り揃えている。

京都の老舗「たち吉」が空港初のプロデュー
ス。
国内外の出張や知人へのお土産を多数取
り揃えている。

喫茶・軽食

※ご利用代金が3,000円
（税抜）以
上の場合に限る。
レシート合算不可。

4 階 和の間 セントレア店 10%引き
食事と甘味、食器の店。
セントレア名物のあか
もくきしめん、
ぜんざいやあんみつ、日本茶な
どさまざ まな シ ー ンに あ わ せ た 豊 富 な メ
ニュー。オリジナルの美濃焼も好評販売中。

4 階 のレン 中部国際空港店 5%引き
京都・祇園に本店を構える
「日本の魅力を発信
するセレクトショップ」。人気お土産ランキング
などの情報提供もある。

■ 電話／

3階 京都・たち吉

5%引き
※一部の商品・セール商品は除く。
優
待利用は1回に限る。

■ 営業時間／ 8：00AM〜9：00PM
■ 電話／ 0569-38-7766

関西国際空港
第1ターミナル

■ 電話／

5 階 博品館TOY PARK 羽田空港店 オリジナル商品をプレゼント

全長約45ｍのスロットサーキットが自慢。お
子様から大人の方まで楽しめるおもちゃを多
数揃えている。

■ 営業時間／ 9：00AM〜10：00PM
■ 電話／ 03-6428-0300

■ 営業時間／ 6：30AM〜9：00PM
■ 電話／ 0569-38-8530

2階

関西限定の商品や冷蔵・冷凍の食品、
デザート
を取り扱っている。

トッピングサービス

（麺大盛、玉子、のり増し、
あおさのりのいずれか1品）

搭乗
エリア内

ブランドゥブラン 5%引き

エスティーローダーやクラランス、
シスレー、
MAC、
関空唯一のラプレリーなどの化粧品の
ほか、
エルメスの香水なども多数取り扱ってい
る。

※一部の商品を除く。

■ 営業時間／ 7：00AM〜0：00AM
（深夜）
■ 電話／ 072-456-6616

5%引き
※一部の商品、
ブランド、
セール商品
は除く。

搭乗
エリア内

キーフェル 関西空港 5%引き

自家焙煎のキーフェルコーヒーやうどん、そ
ば、生ビールなど、出発までの空いた時間を埋
めるのに便利。

8：00AM〜10：00PM
（L.O. 9:30PM）
072-456-6060

■ 営業時間／
■ 電話／

※コーヒー、
カフェラテ、抹茶ラテの
み対象。

関西国際空港
周辺施設

〈ホテル日航 関西空港〉
Around the Airport
Hotel Nikko Kansai Airport

ホテル
日航

鉄板焼 銀杏

素材の持ち味を最大限に活かした鉄板焼。磨
き上げられたシェフの手さばきとともに窓に
広がる眺望を楽しめる。

10%引き
※一部のメニューを除く。

ホテル
日航

オールデイダイニング ザ・ブラッスリー

ビュッフェやアラカルト料理を提供するオール
デイダイニング。

5：30AM〜11：00PM
（L.O. 10:30PM）
■ 電話／ 072-455-1120
ホテル
日航

中華料理 桃李

見晴らしのいい空間で空を眺めながら本格飲
茶やコース料理を味わうことができる。

■ 営業時間／ 11：30AM〜2：30PM
（L.O. 2:00PM）
■ 電話／

■ 電話／

和彩 花ざと

ホテル
日航

四季折々の彩り豊かな旬の料理を楽しむこと
ができる。

■ 電話／

5：30AM〜9：30PM（L.O. 9:00PM）
072-455-1120

10%引き

ご利用上の注意

※一部のメニューを除く。

● ご注文、
ご購入時に優待クーポンをご提示のうえ、JCB

カードでお支払いください。

空港優待
クーポン

2階

TRICOT by yamasan fujiya

北海道限定のお土産を取り揃えている。

● 優待クーポンは1回につき1枚のみ、
1グループ様まで利

用できます。
● 税金・サービス料などは、
優待の対象となりません。
● 他の優待やクーポンとの併用はできません。
● 予告なく掲載内容が変更となる場合や、
店舗の都合により

優待サービスを変更または中止する場合があります。

5：30PM〜9：30PM（L.O. 9:00PM）
072-455-1120

国内線

10%引き
※一部のメニューを除く。

■ 営業時間／ 11：30AM〜2：30PM
（L.O. 2:00PM）

■ 営業時間／

■ 営業時間／平日 11：30AM〜2：30PM（L.O. 2:00
PM）、土・日・祝 11：00AM〜3：00PM（L.O. 2:30PM）、

5：30PM〜9：30PM（L.O. 9:00PM）
072-455-1120

10%引き
※一部のメニューを除く。

● 掲載の情報は2019年8月現在の情報です。

5%引き
※一部の商品は除く。

新千歳空港

国内線

2階

じょうてつ

菓子や海産物、
ラーメンなど、北海道のお土産
を豊富に揃えている。

5%引き
※一部の商品
（六花亭・石屋製菓）
は
除く。

New Chitose Airport
■ 営業時間／ 7：00AM〜8：30PM
■ 電話／ 0123-46-5600

国内線

2階

北の弁当工房かな

カニ、
ウニ、
鮭、
いくらなど北海道の味覚を満喫
できる空弁を120種類以上取り揃えている。

お茶をプレゼント
※ご利用代金が1,000円
（税抜）以
上の場合に限る。
レシート合算不可。

■ 営業時間／ 7：00AM〜8：30PM
■ 電話／ 0123-46-2036

国内線

2階

エアー・マミー

革製ネームタグに
名前を入れてプレゼント

国内線

2階

■ 営業時間／ 7：20AM〜8：30PM
■ 電話／ 0123-46-5895

ノースショップいとう 10%引き

国内線

2階

北海道きたれん 10%引き

北海道限定の観光土産品を豊富に取り揃えて
いる。

新鮮なカニ、いくらのしょうゆ漬けや生ウニな
ど、北海道各地の特産品を豊富に取り揃えて
いる。

■ 営業時間／ 8：00AM〜8：30PM
■ 電話／ 0123-46-5816

■ 営業時間／ 8：00AM〜8：00PM
■ 電話／ 0123-46-5068

国内線

3階

ラーメン1杯の注文につき、
札幌ラーメン雪あかり ソフ
トドリンクを1杯サービス

国際線

3階

博品館TOY PARK 新千歳空港店

北海道の革職人によるハンドメイドのバッグ、 ※ご利用代金が3,000円（税抜）以
上の場合に限る。
レシート合算不可。
財布、革小物などを多数取り揃えている。名入
れも無料で施してくれる。

オーソドックスな札幌ラーメンの専門店。札幌
の思い出になる本場の味が楽しめる。

おもちゃ屋プロデュースのお土産店。
おもちゃ
やキャラクターグッズ、北海道土産などを取り
揃えている。

■ 営業時間／ 8：00AM〜8：00PM
■ 電話／ 0123-46-5891

■ 営業時間／

9：00AM〜9：00PM
（L.O. 8：30PM）
■ 電話／ 0123-46-5688

■ 営業時間／ 7：15AM〜9：00PM
■ 電話／ 0123-46-2100

2階 売店・書店 ポルックス 5%引き

国内線

函館の土産品をはじめ、今話題の人気商品か
ら北海道ならではのスイーツ、新鮮な海産物
等は旅の最後に空港で。

函館空港

※一部の商品は除く。

国内線

2階

函と館

函館の魅力を再編集したコンセプトショップ。
新しくて楽しい函館土産が揃う。

※一部の商品は除く。

オリジナル商品をプレゼント
※ご利用代金が3,000円
（税抜）以
上の場合に限る。
レシート合算不可。

5%引き
※一部の商品は除く。

Hakodate Airport
■ 営業時間／ 8：00AM〜7：30PMごろ
■ 電話／ 0138-57-8884

国内線

2階

棒二森屋 函館空港店 5%引き

北海道内の土産品、菓子、海産物、
スイーツを
多数取り揃えています。

※一部の商品は除く。

■ 営業時間／ 8：00AM〜7：30PM
■ 電話／ 0138-57-5100

3階 レストラン ポルックス 5%引き

国内線

旅客機の離着陸の様子や、津軽海峡の開放的
な景色を眺めながら食事を楽しむことができ
る。

8：00AM〜7：30PMごろ
（L.O. 7：00PM）
■ 電話／ 0138-57-8884
■ 営業時間／

※一部の商品は除く。

国内線

2階

高砂屋

■ 営業時間／ 8：00AM〜7：30PM
（最終搭乗時刻に合わせて営業）
■ 電話／ 0138-57-8884

粗品をプレゼント

2階 リラクゼーションスペース てもみん 函館空港店 5分無料延長をサービス

国内線

北海道を代表する銘菓を多数ご用意。

出発の待ち時間にも気軽に利用できる。疲れ
をほぐして快適な空の旅を。

■ 営業時間／ 8：00AM〜7：30PM
■ 電話／ 0138-57-9500

■ 営業時間／ 9：30AM〜8：00PM
（最終搭乗時刻に合わせて営業）
■ 電話／ 0138-57-8505

国内線
搭乗エリア内

軽食・売店 ポルックス

函館の土産品をはじめ、今話題の人気商品か
ら北海道ならではのスイーツ、新鮮な海産物
等は旅の最後に空港で。

■ 営業時間／ 7：45AM〜7：30PMごろ
■ 電話／ 0138-57-8884

5%引き
※一部の商品は除く。

国際線
搭乗エリア内

免税売店

DUTY FREE SHOP

化粧品・香水・酒・煙草などが多数揃い、出発
前に免税ショッピングが楽しめる。

■ 営業時間／出発便・最終搭乗時刻に
合わせて営業
■ 電話／ 0138-57-8884

※ご利用代金が4,000円（税抜）以
上の場合に限る。利用店舗はてもみ
ん函館空港店に限る。

5%引き
※一部の商品は除く。

2階 牛タン陣中 仙台国際空港店 5%引き

仙台国際空港

焼きたての試食をご用意。仙台土産にはぜひ
陣中の牛タンを。

※ご利用代金が3,000円（税抜）以
上の場合に限る。

3階 寿松庵 仙台空港店
東北6県の味が楽しめる。仙台名物牛タン、和
食御膳もおすすめ。

5%引き
※ご利用代金が1,000円（税抜）以
上の場合に限る。

Sendai International Airport
■ 営業時間／ 6：45AM〜8：00PM
■ 電話／ 090-2994-4129

3階 そば処丸松 仙台空港店 5%引き
守り続けて100年。伝統の味。おそばはもち
ろん、牛タンもおすすめ。

※ご利用代金が1,000円（税抜）以
上の場合に限る。

6：30AM〜8：30PM
（L.O. 8：00PM）
■ 電話／ 022-383-6166

6：30AM〜8：30PM
（L.O. 8：00PM）
■ 電話／ 022-382-9222
■ 営業時間／

3階 ロイヤルコーヒーショップ 仙台空港店 10%引き
すべての席から滑走路が見わたせる店。
ご当
地メニューもふんだんに揃っている。

空港優待クーポン
ご利用上の注意

■ 営業時間／ 6：30AM〜8：00PM
■ 電話／ 022-383-4566

■ 営業時間／

● ご注文、
ご購入時に優待クーポンをご提示のうえ、JCBカードでお支払いく

ださい。
● 優待クーポンは1回につき1枚のみ、
1グループ様まで利用できます。

3階 かなわ

生かき1個をサービス

かき料理の老舗「かなわ」の広島空港店。瀬戸
内海の大黒神島で育った新鮮な生かきを１年
を通して食べられる。

広島空港

● 税金・サービス料などは、
優待の対象となりません。
● 他の優待やクーポンとの併用はできません。
● 予告なく掲載内容が変更となる場合や、
店舗の都合により優待サービスを

変更または中止する場合があります。
● 掲載の情報は2019年8月現在の情報です。

Hiroshima Airport

海外旅行前の情報収集に！

8：00AM〜9：00PM
（L.O. 8：30PM）
■ 電話／ 0848-86-8330
■ 営業時間／

4 階 ぎおん亭

福岡国際空港

世界の旅好き
（旅LOVER）
にすてきな
海外旅行をご提案するサービスです。
たびらばを使って世界を旅してみませんか？

10%引き

http://tabilover.jcb.jp/

とんかつや寿司、天ぷらなどのバラエティ豊か
な商品を取り揃えている。店内からは滑走路
を一望できる。

Fukuoka International Airport
■ 営業時間／ 7：30AM〜8：30PM
■ 電話／ 092-477-0199

那覇国際空港
国際線エリア
Naha International Airport
International Area

2階

MUJI to Go 那覇空港

旅の準備や移動の時間を快適にし、宿泊先を
心地よく過ごすアイテムを揃えている。

5%引き
※利用店舗はMUJI to Go 那覇空
港に限る。

■ 営業時間／ 7：00AM〜8：30PM
■ 電話／ 098-859-6455

2階
北側

さくら売店

有名ブランドの香水・舶来品が格安で購入でき
る。
沖縄の商品も多数ご用意。

北ウイング売店

食品・泡盛・雑貨・香水・舶来品を豊富に取り揃
えている。

■ 営業時間／ 6：30AM〜8：30PM
■ 電話／ 098-840-1473

2階

■ 営業時間／ 8：30AM〜9：00PM
■ 電話／ 098-987-0614

■ 営業時間／ 8：30AM〜8：50PM
■ 電話／ 098-851-5320

3階 ステーキハウス88 那覇空港店 ソフトドリンク1杯サービス

※ご利用代金2,000円（税抜）以上
の場合に限る。

2階
南側

グルクン売店

広い店内に豊富な品揃え。

Naha International Airport
Domestic Area

クリアファイルを
プレゼント
※ご利用代金2,000円（税抜）以上
の場合に限る。

■ 営業時間／ 7：00AM〜8：30PM
■ 電話／ 098-840-1473

クリアファイルを
プレゼント
※ご利用代金2,000円（税抜）以上
の場合に限る。

ゲート内
JAL側

南ウイング売店

泡盛・食品・雑貨・香水・舶来品、
豊富な品揃え。

■ 営業時間／ 6：30AM〜8：30PM
■ 電話／ 098-840-1473

5%引き

那覇国際空港
国内線エリア

飛行機の離発着を眺めながらステーキが堪能
できる。脂身の少なく、
とても柔らかい「テン
ダーロインステーキ」
がおすすめ。

9：00AM〜8：30PM
（L.O. 8：00PM）
■ 電話／ 098-996-4388
クリアファイルを
プレゼント

SHISEIDO 那覇空港店

43番ゲート近くにある資生堂の専門店。人気
の商品を数多く取り揃えている。

■ 営業時間／

■ 営業時間／ 7：00AM〜8：30PM
■ 電話／ 098-840-1473

ゲート内
ANA側

2階 パイナップルパーク 10%引き
フルーツをふんだんに使用したオリジナルス
ムージーとパイナップルスイーツの沖縄土産
のショッピングが楽しめる。

2階
南側

ハイビ売店

沖縄限定キャラクターをバラエティー豊かに取
り揃えている。

クリアファイルを
プレゼント
※ご利用代金2,000円（税抜）以上
の場合に限る。

■ 営業時間／ 7：00AM〜8：30PM
■ 電話／ 098-840-1473

クリアファイルを
プレゼント
※ご利用代金2,000円（税抜）以上
の場合に限る。

2階
ゲート内

空人

クリアファイルを
プレゼント

沖縄土産が購入できるほか、
ビールやワイン、 ※ご利用代金2,000円（税抜）以上
の場合に限る。
お酒に合う軽食メニューもご用意。

■ 営業時間／ 7：00AM〜8：30PM
■ 電話／ 098-840-1473

