
賞 会社名 受賞者名
2011春 (株)グリーンポート・エージェンシー 高城　美絵
2011春 (株)ANAエアサービス東京 木村　慧
2011春 (株)ANAエアサービス東京 生本　歩
2011春 (株)ANAエアサービス東京 山本　佳奈
2011春 (株)ANAエアサービス東京 中井　愛
2011春 (株)ANAエアサービス東京 三部　このみ
2011春 (株)ANAエアサービス東京 高松　みき
2011春 (株)ANAエアサービス東京 清水　麻美
2011春 (株)ANAエアサービス東京 鉛　怜子
2011春 成田空港交通(株) 堀口　公男
2011春 成田空港警備(株) 長滝　光雄
2011夏 空港ターミナルサービス(株) 和田　七重
2011夏 (株)成田エアポートテクノ 関根　弘明
2011夏 デルタ航空会社 岡澤　澄枝
2011夏 (有)まきば 向後　あけみ
2011夏 (株)ANAエアサービス東京 井口　映里
2011夏 (株)ANAエアサービス東京 南山　真澄
2011夏 (株)ANAエアサービス東京 斉藤　真耶
2011秋 シンガポール航空 金子　由紀
2011秋 (株)JALスカイ 羽鳥　美有紀
2011秋 (株)リムジン・パッセンジャーサービス 会社受賞
2011秋 NAA成田空港セコム(株) 大倉　國雄
2011秋 (株)ANAエアサービス東京 近藤　千恵
2011秋 (株)成田空港ビジネス 金子　尚登
2011秋 空港ターミナルサービス(株) 新井　友美
2011秋 空港ターミナルサービス(株) 逵村　千恵子
2011秋 空港ターミナルサービス(株) 安藤　和枝
2011冬 (株)ANAエアサービス東京 円谷　紗希
2011冬 (株)ANAエアサービス東京 坂上　ひろみ
2011冬 (株)JALスカイ 永井　理沙
2011冬 空港ターミナルサービス(株) 岩澤　弥生
2011冬 空港ターミナルサービス(株) 西田　絵美
2011冬 空港ターミナルサービス(株) 大野　翔太
2011冬 デルタ航空会社 佐藤　有莉

2011グランプリ (株)成田エアポートテクノ 関根　弘明
2011グランプリ NAA成田空港セコム(株) 大倉　國雄

2011特別賞 成田空港交通(株) 堀口　公男
2011特別賞 シンガポール航空 金子　由紀
2011特別賞 (株)JALスカイ 羽鳥　美有紀
2011特別賞 (株)リムジン・パッセンジャーサービス 会社受賞
2011特別賞 (株)ANAエアサービス東京 近藤　千恵
2011特別賞 (株)成田空港ビジネス 金子　尚登
2011特別賞 (株)ANAエアサービス東京 円谷　紗希
2011特別賞 (株)ANAエアサービス東京 坂上　ひろみ

★過去の受賞者★



2012春 (株)ANAエアサービス東京 栗田　諒
2012春 (株)JALスカイ 小澤　佑介
2012春 郵便事業(株) 山田　尚司
2012春 (株)ジェイ・エス・エス 木村　陽美
2012春 デルタ航空会社 鈴木　里英
2012夏 (株)ジェイ・エス・エス 坂本　宏美
2012夏 空港ターミナルサービス(株) 大野　翔太
2012夏 (株)JALスカイ 只隈　由香里
2012夏 (株)NAAリテイリング 野原　花絵
2012夏 (株)ANAエアサービス東京 長谷川　由美
2012夏 (株)ANAエアサービス東京 鈴木　菜都美
2012秋 (株)ANAエアサービス東京 豊田　昌宏
2012秋 (株)ANAエアサービス東京 新井　哲朗
2012秋 (株)ANAエアサービス東京 郭　真樹
2012秋 (株)ANAエアサービス東京 前田　真佳
2012秋 (株)ANAエアサービス東京 木下　光世
2012秋 (株)ANAエアサービス東京 大橋　かんな
2012秋 (株)ANAエアサービス東京 西川　圭太
2012秋 (株)ANAエアサービス東京 石田　茜
2012秋 (株)JALスカイ 岡田　哲也
2012秋 アシアナ航空 重森　麻衣子
2012秋 (株)リムジン・パッセンジャーサービス 高橋　梨奈
2012秋 (株)リムジン・パッセンジャーサービス 綿貫　亜耶
2012秋 (株)リムジン・パッセンジャーサービス 福岡　未来
2012秋 (株)リムジン・パッセンジャーサービス 我妻　えい子
2012秋 (株)成田空港ビジネス 瀧澤　由美子
2012秋 (株)成田空港ビジネス 髙梨　美恵子
2012秋 (株)成田空港ビジネス 茂木　春江
2012冬 (株)JALスカイ 小口　砂織
2012冬 (株)JALスカイ 新海　まい子
2012冬 (株)JALスカイ 齊藤 楓
2012冬 (株)JALスカイ 栗原　かおり
2012冬 (株)ANAエアサービス東京 眞尾　有香
2012冬 (株)ANAエアサービス東京 藤田　瞳
2012冬 三栄メンテナンス(株) シグチ　リカルド
2012冬 成田空港警備(株) 平山　純一
2012冬 成田空港警備(株) 山本　章司

2012グランプリ (株)JALスカイ 小澤　佑介
2012グランプリ 三栄メンテナンス(株) シグチ　リカルド

2012特別賞 (株)成田空港ビジネス 瀧澤　由美子
2012特別賞 (株)成田空港ビジネス 髙梨　美恵子
2012特別賞 (株)成田空港ビジネス 茂木　春江
2012特別賞 (株)リムジン・パッセンジャーサービス 高橋　梨奈
2012特別賞 (株)リムジン・パッセンジャーサービス 綿貫　亜耶
2012特別賞 (株)リムジン・パッセンジャーサービス 福岡　未来
2012特別賞 (株)リムジン・パッセンジャーサービス 我妻　えい子
2012特別賞 (株)NAAリテイリング 野原　花絵
2012特別賞 (株)JALスカイ 小口　砂織
2012特別賞 (株)JALスカイ 新海　まい子
2012特別賞 (株)JALスカイ 齊藤 楓
2012特別賞 (株)JALスカイ 栗原　かおり
2012特別賞 (株)ジェイ・エス・エス 坂本　宏美



2013春 アシアナ航空 田中 有希子
2013春 アシアナ航空 劉 眞兒
2013春 (株)JALスカイ 大谷 加梨奈
2013春 東京入国管理局成田空港支局 山野 好美
2013春 東京空港交通(株) 飯塚 彰彦
2013春 (株)JALスカイ 川島 千恵美
2013夏 東京エアポートレストラン(株) 小原 恵里香
2013夏 東京エアポートレストラン(株) 豊野 一徳
2013夏 京成バス(株) 根本 語
2013夏 成田空港案内ボランティア 内山 价充
2013夏 (株)成田エアポートテクノ 松野 智浩
2013夏 (株)成田エアポートテクノ 中岡 稔明
2013夏 (株)成田エアポートテクノ 谷口 暁
2013夏 (株)JALスカイ 岡本 真由美
2013秋 ANA成田エアポートサービス(株) 松﨑　麻代
2013秋 ANA成田エアポートサービス(株) 藤田　絵里子
2013秋 ANA成田エアポートサービス(株) 西臺　明子
2013秋 成田空港サービス(株) 石上　記代
2013秋 三栄メンテナンス(株) 成毛　ロジェリオ
2013秋 スターバックスコーヒージャパン(株) 吉田　真由子
2013秋 (一財)空港保安事業センター 神山　麻美
2013秋 空港ターミナルサービス(株) 高木　千聖
2013冬 (株)福寿園 山本 則子
2013冬 (株)福寿園 井上 佳代子
2013冬 ワールドエンタプライズ(株) 大木 雅登
2013冬 ワールドエンタプライズ(株) 佐藤 祐太
2013冬 (株)NAAリテイリング 宮本 裕司
2013冬 (株)NAAリテイリング 邱 瀞寛
2013冬 (株)JALスカイ 朝比奈 夏実

2013グランプリ (株)JALスカイ 川島 千恵美
2013グランプリ (一財)空港保安事業センター 神山　麻美

2013特別賞 ワールドエンタプライズ(株) 大木 雅登
2013特別賞 ワールドエンタプライズ(株) 佐藤 祐太
2013特別賞 (株)JALスカイ 朝比奈 夏実
2013特別賞 空港ターミナルサービス(株) 高木　千聖



2014春 成田航空地方気象台 安田　均
2014春 (株)リムジン・パッセンジャーサービス 大野 真理
2014春 ユナイテッド航空会社 八子 緑
2014春 三栄メンテナンス(株) 成毛　ロジェリオ
2014春 ジェットスター・ジャパン(株) 鈴木 拓海
2014夏 (株)リムジン・パッセンジャーサービス 吉田 麻里絵
2014夏 (一財)成田国際空港振興協会 安田 吉克
2014夏 (株)成田エアポートテクノ 冨永 貴行
2014夏 全日空商事デューティーフリー(株) 瀧口 陽子
2014夏 シンガポール航空 戸田 知里
2014夏 ジェットスター・ジャパン(株) アレクサンドル サンギネティ
2014夏 スカイマーク(株) 大野 芽
2014秋 (株)成田空港ビジネス 蓮見 秀樹
2014秋 (株)成田空港ビジネス 伊東　春男
2014秋 (一財)芝山町振興公社 多賀 亜紀
2014秋 ANA成田エアポートサービス(株) 伊従 智子
2014秋 ANA成田エアポートサービス(株) 西尾 徹一
2014秋 (株)成田エアポートテクノ 後藤 宗久
2014秋 (株)JALスカイ 西 律奈
2014秋 (株)JALスカイ 矢島 汐里
2014秋 (株)羽田エアポートエンタープライズ 國井 めぐみ
2014冬 デルタ航空会社 太田 亜矢
2014冬 ANA成田エアポートサービス(株) 住吉　麗香
2014冬 (株)FMG 内田 佳李
2014冬 (株)ジェイ・エス・エス 宇田川 英恵
2014冬 (株)ジェイ・エス・エス 浮貝 亮二
2014冬 空港ターミナルサービス(株) 徳永 誠一
2014冬 (株)セブン-イレブン・ジャパン 坂本 幸子
2014冬 (一財)成田国際空港振興協会 上沢 一博

2014グランプリ 成田航空地方気象台 安田　均
2014グランプリ ジェットスター・ジャパン(株) 鈴木　拓海

2014特別賞 (株)成田エアポートテクノ 冨永　貴行
2014特別賞 (株)羽田エアポートエンタープライズ 國井　めぐみ
2014特別賞 (株)成田空港ビジネス 蓮見　秀樹
2014特別賞 (株)成田空港ビジネス 伊東　春男



2015春 (一財)成田国際空港振興協会 京増　奈都美
2015春 NAAセーフティサポート(株) 関根　紀子
2015春 東京空港交通(株) 布施　雅弘
2015春 空港ターミナルサービス(株) 高橋　幸宏
2015春 (株)びゅうトラベルサービス 柴田　香織
2015春 (株)びゅうトラベルサービス 秋葉　典子
2015春 (株)びゅうトラベルサービス 徐　競近
2015春 (一財)成田国際空港振興協会 地曳　俊輔
2015春 京成電鉄(株) 堀越　守
2015春 京成電鉄(株) 山本　裕太
2015春 (株)JALスカイ 田代　由衣
2015夏 ワールドエンタプライズ(株) 栗原　淳一郎
2015夏 カフェべネジャパン(株) 工藤　貴子
2015夏 NAAセーフティサポート(株) 三橋　久仁桂
2015夏 (株)JAL-DFS 大美　一恵
2015夏 空港ターミナルサービス(株) 草津　翔子
2015夏 空港ターミナルサービス(株) 徳永　誠一
2015秋 空港ターミナルサービス(株) 徳永　誠一
2015秋 FaSoLa カルティエ　南ウイング店(㈱羽田エアポートエンタープライズ） 佐瀬　龍武
2015秋 (株)NAAリテイリング 小川　真未
2015秋 (株)成田エアポートテクノ 保科　弘美
2015秋 (株)成田エアポートテクノ 喜多見　利彦
2015秋 ANA FESTA(株)　Vstore 照屋　香織

2015グランプリ 空港ターミナルサービス(株) 高橋　幸宏
2015グランプリ ANA FESTA(株)　Vstore 照屋　香織

2015特別賞 空港ターミナルサービス(株) 徳永　誠一
2015特別賞 (株)NAAリテイリング 小川　真未
2015特別賞 (株)成田エアポートテクノ 保科　弘美
2015特別賞 NAAセーフティサポート(株) 三橋　久仁桂



2015冬 三栄メンテナンス(株) 成毛　ロジェリオ
2015冬 (一財)空港保安事業センター 向川　奈穂
2015冬 (一財)空港保安事業センター 髙安　玖実子
2015冬 NAAセーフティサポート(株) 荒川　健人
2015冬 NAAセーフティサポート(株) 小林　貴大
2015冬 (株)NAAリテイリング 鈴木　さえ子
2015冬 (株)NAAリテイリング 桑名　優子
2016春 空港ターミナルサービス(株) 堤　さやか
2016春 国際協商(株) 藤城　未来
2016春 春秋航空日本(株) 木屋　恵介
2016春 NAAセーフティサポート(株) 藤田　均
2016春 NAAセーフティサポート(株) 重留　信行
2016春 (株)成田空港美整社 田村　永夢
2016春 (株)成田空港ビジネス 吉田　健一
2016夏 (株)全日警　成田支社 城　孝志
2016夏 (一財)成田国際空港振興協会 京増　奈都美
2016夏 羽田タートルサービス(株) 永野　愛恵
2016夏 (株)グルメ杵屋 水野　千鶴
2016夏 NAAセーフティサポート(株) 佐分利　篤彦
2016秋 ANA成田エアポートサービス(株) 三上　綾香
2016秋 ANA成田エアポートサービス(株) 片桐　綾香
2016秋 ANA成田エアポートサービス(株) 寺崎　小百合
2016秋 ANA成田エアポートサービス(株) 小池　幸恵
2016秋 NAAセーフティサポート(株) 大竹　恵美子
2016秋 NAAセーフティサポート(株) 藤田　均
2016秋 (株)ジェイ・エス・エス 宮良　愁
2016秋 (株)NAAリテイリング 小川　国明
2016秋 春秋航空日本(株) 百木　与簡
2016秋 セコム(株) 筧　敦博
2016冬 (株)羽田エアポートエンタープライズ 小中 綾華
2016冬 (株)羽田エアポートエンタープライズ 王　修鯤
2016冬 (株)成田エアポートテクノ 菊地　伸一
2016冬 東日本旅客鉄道(株) 熊谷　弘人
2016冬 (一財)成田国際空港振興協会 新堀　渚
2016冬 ワールドエンタプライズ(株) 千葉　肇
2016冬 成田空港交通(株) 篠田　和巳

2016グランプリ (株)成田エアポートテクノ 菊地　伸一
2016グランプリ 東日本旅客鉄道(株) 熊谷　弘人
2016グランプリ (一財)成田国際空港振興協会 新堀　渚

2016特別賞 (株)羽田エアポートエンタープライズ 小中 綾華
2016特別賞 (株)羽田エアポートエンタープライズ 王　修鯤
2016特別賞 (株)NAAリテイリング 小川　国明
2016特別賞 春秋航空日本(株) 百木　与簡
2016特別賞 セコム(株) 筧　敦博



2017春 KDDIカウンター（au） 小松崎　真衣
2017春 日本空港テクノ(株) 小暮　勇人
2017春 (株)JALスカイ 永岡　楓子
2017春 チャイナエアライン 岩田　容子
2017夏 ユナイテッド航空会社 高橋　真理子
2017夏 ユナイテッド航空会社 杉山　薫
2017夏 (株)NAAリテイリング 梶　夏樹
2017夏 (株)NAAリテイリング 與那嶺　久瑠美
2017秋 (株)テレコムスクエア 新居　あずみ
2017秋 (株)テレコムスクエア 千秋　麻衣
2017秋 (株)テレコムスクエア 大塚　祐子
2017秋 日本空港テクノ(株) 小暮　勇人
2017秋 (株)FMG 菅谷　美恵子
2017冬 空港ターミナルサービス(株) 徳永　容子
2017冬 (株)グリーンポート・エージェンシー 宮田　智将
2017冬 讃兵衛　成田国際空港店 会社受賞

2017グランプリ (株)JALスカイ 永岡　楓子
2017グランプリ チャイナエアライン 岩田　容子

2017特別賞 日本空港テクノ(株) 小暮　勇人
2017特別賞 (株)NAAリテイリング 與那嶺　久瑠美



2018春 Salvatore Ferragamo 南ウイング 植村　生恵
2018春 Cartier 南ウイング 村上　英美
2018春 (株)ジェイ・エス・エス 松元　カレン
2018春 NAAセーフティサポート(株) 大竹　恵美子
2018夏 NAAセーフティサポート(株) 吉森　元樹
2018夏 (株)成田空港美整社 石川　佑輔
2018夏 日本空港テクノ(株) 小暮　勇人
2018夏 空港ターミナルサービス(株) 長田　美穂
2018夏 空港ターミナルサービス(株) 高橋　めぐみ
2018秋 松崎交通（株） 福田　正信
2018秋 (一財)航空保安事業センター 浜野　大輔
2018秋 (株)成田空港ビジネス 吉田　健一
2018冬 セコム(株) 廣川  学
2018冬 空港ターミナルサービス(株) 吉田　篤生
2018冬 ワールドエンタプライズ(株) 齋藤　忠教
2018冬 (株)JALスカイ 石山　桂子
2018冬 (株)JALスカイ 福永　真美
2018冬 (株)JALスカイ 麻尾　純子
2018冬 (株)JALスカイ 池田　有梨沙
2018冬 (株)成田空港ビジネス 飛澤  修
2018冬 (株)JALスカイ 山川  留実
2018冬 (株)JALスカイ 佐藤  玲

2018グランプリ (株)JALスカイ 山川  留実
2018グランプリ (株)JALスカイ 佐藤  玲

2018特別賞 (株)ジェイ・エス・エス 松元　カレン
2018特別賞 NAAセーフティサポート(株) 吉森　元樹
2018特別賞 (株)成田空港美整社 石川　佑輔
2018特別賞 セコム(株) 廣川  学
2018特別賞 空港ターミナルサービス(株) 吉田　篤生
2018特別賞 ワールドエンタプライズ(株) 齋藤　忠教
2018特別賞 (株)JALスカイ 石山　桂子
2018特別賞 (株)JALスカイ 福永　真美
2018特別賞 (株)JALスカイ 麻尾　純子
2018特別賞 (株)JALスカイ 池田　有梨沙


