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　NAAは、成田空港の年間発着容量を現状の30万回から50万回まで拡大すること
を目指して、B滑走路の延伸・C滑走路の新設という「更なる機能強化」に取り組んで
いる。2019年11月7日、航空法に基づく空港等変更許可申請を国土交通大臣に行
い、2020年1月31日に許可を取得した。共に2029年の供用開始を目指している。
　2020年1月の許可以降は、埋蔵文化財調査、用地測量、土質調査などの現地調
査を進めている。2021年12月に、滑走路整備計画の理解が深ま
るよう、地域・関係者向けにパンフレットを作成した。NAA地域
相談センターで配布しているほか、NAAホームページでも公開し
ている。  https://www.narita-kinoukyouka.jp/gallery.html ▶

滑走路整備計画の概要について
成田空港の更なる機能強化

　延伸工事に向けて、現在設置している進入灯橋梁は撤去する必要があり
ますが、日々の運用に支障をきたさないよう、進入灯の機能を維持しながら
工事を進めていく予定です。進入灯や制限表面など、運用に影響を与える
工事は夜間に、影響を与えない造成工事などは日中に進めていきます。

▶ B滑走路は運用しながらの延伸工事となるが、
　 どのように進めるのか？

　B滑走路を延伸する敷地には東関東自動車道が通っており、延伸に
伴って地下道化を計画しています。地下道化は、高速道路をいったん切
り回した上で、現道上にトンネルを整備します。切り回し道路工事は、今
年秋からの着工予定で、2024年春頃に完成予定です。

▶ 東関東自動車道の切り回し道路工事とは？

■ 更なる機能強化の概要について

■ B滑走路の延伸について

■ C滑走路の新設について

新たに空港敷地となる範囲、および新たな滑走路など（B滑走路の延伸・ C滑走路の新設 ・誘導路の新設・航空保安施設）は下図の通り。

　国が設置した技術検討小委員会の検討において、必要滑走路は、離陸用が3,500m、
着陸用が2,700ｍとされています。
　Ｃ滑走路は、着陸後の地上走行距離短縮および周辺地域の騒音影響を軽減するた
めに、着陸滑走路長を2,700mと短縮（移設進入端方式）しているため、進入灯の大部
分は滑走路内に設置する予定です。（進入灯900mのうち、800m（3,500m－2,700ｍ）
は滑走路内に設置予定）
※Ｂ滑走路とＣ滑走路を独立運用するため、Ｂ滑走路はＣ滑走路のような移設進入端
方式は採用できません。（Ｂ滑走路の進入復行区域をＣ滑走路に重複させないため）

▶ C滑走路には進入灯橋梁がないが、
　 進入灯は整備しないのか。

　C滑走路の高さは、現状の地形および土量バランスを考慮し検討を行いました。その
結果、高低差が最大で13m程度となりますが、勾配は最大で0.8％程度となりますの
で、運用上の問題はありません。

▶ C滑走路には13m程度の高低差があるが、
　 運用上、問題ないのか。

整備計画の気になるポイント
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事業目的／
成田空港の年間発着容量を50万回に拡大
工事内容／
・B滑走路の延伸（滑走路長2,500m→3,500m）
・C滑走路の新設（滑走路長3,500m）
・誘導路新設（7,471m）
・空港敷地拡張（1,198ha→2,297ha）
航空保安無線施設・航空灯火／一式
工事完成予定期日／2029年3月31日まで

● B滑走路を北側に1,000m延伸し、延長3,500m、幅員60mの滑走路を整備
● 滑走路の縦断勾配は、現B滑走路北端部の標高（41m）に合わせてフラットに整備
● 滑走路の東西には、航空機騒音低減のための防音堤を整備
● 新たな進入灯（900m）は、県道・市道・調整池と交差するため一部を橋梁形式で整備

空港整備
計画概要

● 延伸に伴う敷地拡張により、東関東自動車道の切り回し工事・地下道化、成田市道の廃止および
　 補償道路の整備を実施

付替・補償道路
計画概要

● B滑走路地区の雨水については、周辺の治水安全度が下がらないよう、空港内に50年に一度の規模の
　 大雨に対応する調整池などを整備して流量調整したうえで、排水路を経由して荒海川などに排水する
● 調整池は約20万m3規模で整備
● 空港敷地を経由することになる空港敷地外の雨水は、排水路を整備し調整池に放流
● 近年の局所的な豪雨に配慮し、空港内の造成形状を工夫し、50年に一度の雨を上回る雨が降った場合でも、
　 可能な限り空港内で貯留できるようにする

雨水排水等
計画概要

● 延長3,500m、幅員45mの滑走路と、延長約6,200m、幅員23mの誘導路を整備
● 滑走路の縦断勾配は、現状の地形を生かして標高20～33mで整備
● 空港周囲に、地域特有の谷津地形を生かした緑化区域を設け、自然環境に配慮して空港施設を整備
● 整備区域内にある、成田用水や北総中央用水の農業用管路などの公共施設は、
　 関係機関の協力を得ながら付け替え工事などの補償事業を実施

● C滑走路整備に伴う敷地拡張により、多くの多古・芝山町道などの廃止および付替・補償道路の整備を実施する
● 東西方向のアクセス機能の付け替えとして、県道成田松尾線及び（仮称）滑走路横断道路、国道296号等を整備
● 南北方向のアクセス機能の付け替えとして、圏央道東側多古町補償道路、高谷川付近芝山町補償道路等を整備

● C滑走路地区の雨水については、周辺の治水安全度が下がらないよう、空港内に50年に一度の規模の
　 大雨に対応する調整池などを整備して流量調整したうえで、高谷川などに放流する
● 調整池は約130万m3規模で整備
● 空港敷地を経由することになる空港敷地外の雨水は、空港外の雨水対応のための調整池を経由し空港内調整池に放流
● 空港外の雨水対応のための調整池は、地域特有の谷津地形を生かした形状とし、
　 動植物の生息・生育環境として整備・維持管理を行う
● 近年の局所的な豪雨に配慮し、空港内の造成形状を工夫し、50年に一度の雨を上回る雨が降った場合でも、
　 可能な限り空港内で貯留できるようにする
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業中）

圏央道（事業中）

　当区域は、本事業で影響を受ける希少動植物の保護、航空機の安全
な離着陸のために設定される制限表面の管理などのために必要な区
域です。

▶ 緑化区域および空港機能確保用地とは、
　 どのような土地か？
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成田空港第3ターミナルは、LCC専用ターミナルとして2015年にオープンした。LCC需要の増加に対応
するため、NAAは4年前に増築の準備に着手、4月5日から段階的に供用を開始した。

拡張エリア・新アクセス通路の概要
年間取扱能力 面積 施設

2015

2019

2022

今後

750万人 約6.6万㎡

約7.4万㎡ ● 到着ロビー増築

約11.0万㎡

900万人

1,500万人
● 出発ロビー拡張
● 新アクセス通路

● 国際線バスゲート※3
● 商業施設※3（出国手続き後エリア）
● カーブサイド※4

※3 今後の需要を踏まえ供用　※4 2022年秋供用予定

　既存エリアの南側を増築し、出発ロビーを拡張した。拡張エリアに
は、非接触対応やファストトラベルに寄与するCUSS※1を36台、
CUBD※2を24台導入。より安心でスムーズな手続きが可能になった。
　今回の拡張により、年間取扱能力は900万人から1,500万人へ、面
積は約7.4万㎡から約11.0万㎡へと拡大した。
　拡張エリアから第2ターミナルの間をつなぐ新アクセス通路は、既
存のアクセス通路より移動距離を約200m短縮。これまでは2カ所の
横断歩道があったが、立体化により完全歩車分離とし、安全性が向上
した。また、通路幅を拡張することで歩行性の向上や視認性の確保も
実現している。
※1 自動チェックイン機　※2 自動手荷物預け機

みんなで取り組むSDGs  成田空港の持続可能な発展を目指して

旅の思い出を“Vivid”に彩る
　第３ターミナルのコンセプトである“ more than 2 into 1”を踏襲
する形で、SDGs達成に向けた取り組みに寄与するアートを軸に、
WOW感に包まれた空港体験を創出する。本取り組みはNAAの若
手社員で構成されたチームが、未来の空港の姿について考え、企
画立案から実施までを手掛けた。

　「Make Terminal3 Vivid」をコンセプトに、ターミナルの環境だ
けではなく、お客さまの空港での思い出もイキイキと鮮やかに彩り
たいとの想いが込められている。空港を単なる旅の通過点ではな
く、社会・地域にも貢献できるハレの場として設えることで、お客さ
まに喜んでいただけるような環境を目指した。

NAA 旅客ターミナル部  高須英一郎部長より

● グリーン購入
　NAAでは、商品購入や工事発注の際に、グリーン購入法に準じた「グリーン購入」
を推進している。今回の増築工事においても同様に、できるだけ環境負荷が小さい
建材などを用いている。
● ローコストターミナルデザイン
　第3ターミナルは「ローコストターミナルデザイン」というコンセプトで設計されて
おり、拡張エリアでもこのコンセプトを踏襲。内照式サインを設置せず壁・床などに
サインを描くことで、消費電力量を削減。さらに壁・床に白系統の色を用いることで、
照明の数や明るさを抑えても、十分明るさを感じられるように工夫している。
● 旅客動線の見直し
　拡張エリアだけでなく、既存部も含めて第3ターミナル全体の旅客動線を見直し
た。チェックイン・手荷物預けから保安検査場までスムーズに人が流れるよう、床の
色を変えて滞留エリアと旅客動線を明確に区別。動線の蛇行やクランクを避けること
で、見通しがよく安全性の高い動線となっている。
● 鉄道アクセスルートの改善
　第3ターミナルの利用者は第2ターミナルの鉄道駅を用いるため、各ターミナルの
旅客動線の干渉が課題となっていた。新アクセス通路を設けることで、この問題を
解消。第2ターミナルに入ることなく、最短距離で鉄道駅に移動できるようになった。

環境とユーザビリティに配慮した増築工事

　知的障害者が生み出すアート作品に
価値を見出し、社会参画できる仕組みつ
くる株式会社HERALBONY。日本全国
の福祉施設と提携して、障害のあるアー
ティストが描くアート作品を社会に提案
している。世界一のユニバーサルデザイ
ン空港を目指す成田空港とは、想いや理
念が重なるところが多く、今回コラボし
て第3ターミナルの装飾を手掛けた。

［株式会社HERALBONY（ヘラルボニー）とのコラボによる装飾 ］
　第3ターミナル拡張エリアのエントラン
スでは、ニットアーティストの蓮沼千紘さ
んによるアートを掲出。古着や端材など
の環境に配慮した素材を再利用したアー
トで、従業員も一部作成に参加し、一緒
におもてなしの空間づくりを行った。
※アップサイクル：用途が終わり、捨てられる
廃棄物などに新たな用途を持たせて、新し
い価値を持つ製品に生まれ変わらせること

［ ニットアーティストとのアップサイクル※アート ］

　第3ターミナルは、2015年4月の供用開始以来、当初の予測を超える多くのお客さまにご利用をいただいてま
いりました。2018年4月の増築発表から今日まで、より多くのお客さまに「もっと安全に・もっと便利にご利用い
ただきたい」という想いを胸に、多くの社内外関係者と連携をしながらプロジェクトを進めてきました。
　コロナ禍での供用となりましたが、第３ターミナルの利用者は国内線を中心に徐々にコロナ以前の水準に回
復しつつあり、CUSSとCUBDも拡張エリアに大きく展開され、非接触対応やファストトラベルに寄与しておりま
す。今後も成田空港の強みとして成長を続けるLCCの拠点として、お客さま、エアラインの皆さまにとって快適な
施設となるよう、更なる利便性の向上に努めてまいります。

NAA 整備部  佐伯精隆担当部長より
　今回の増築においても既存エリアのデザインコンセプトを踏襲し、意匠的に統一した空間としておりますが、
７年間の運用によって見えてきた課題に改良をかけ、進化を遂げた点も多くあります。例えば床の素材はより耐
久性のあるものにしています。ユニバーサルデザインガイドラインに沿って分かりやすい案内サインや使いやす
いトイレを実現しています。従業員エリアにおいてもトイレや休憩室を充実させました。磨きのかかった第３
ターミナルをお確かめください。

　第3ターミナルの拡張に伴い、お客さまの利
便性がさらに向上します。最寄り駅からチェッ
クインカウンターまでの距離は約半分と短くな
るほか、自動チェックイン機や自動手荷物預け
機が多数増設されることでお客さまの待ち時間
は大幅に短縮されます。また、お客さま同士の
接触機会を低減でき感染防止にも貢献します。
　ジェットスターは、今後も搭乗手続きの「セル
フサービス化」を推進し、安全・安心で気軽な空
の旅を提供してまいります。

NAA CS・ES推進部  久保木修平アシスタントマネージャー（ワーキングリーダー）より
　第3ターミナルのメインユーザーはミレ二アル世代・Z世代と言われる若い世代のお客さまです。その若い世代の
お客さまのニーズに対して、私だけの知識や経験値では到底太刀打ちできないと考えました。そこで第3ターミナル
メインユーザーと同時代性をもつ若手に声がけしてチームを結成しました。第3ターミナルの独自性(差別化)を追
求するために、彼らの感性や価値観を大切に進めました。お客さまや空港のスタッフと、一人でも多くの方に、第3
ターミナルから新しい感動を届けられたらと願っています。

ジェットスター・ジャパン株式会社 
空港本部  北原洋一本部長より

利便性の向上と、にぎわい創出を目指して

第3ターミナル拡張エリア・
新アクセス通路を供用開始
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成田空港への手紙
移動サービスが進化していく中で、成田空港が果たすべき
役割について一般財団法人計量計画研究所の牧村和彦
理事に伺った。

　SFのような世界がいよいよ現実のものとなりつつあります。

　これまでの空港から空港への移動サービスから、空港を拠点としたドアトゥドアの次世代の移動サービ

スが次々と始まっています。モビリティ革命の本命といわれる移動サービス、MaaS（マース、Mobility as a 

Service）の登場です。空港を降り立てば、まるでレストランのメニューを開いたように、目的地までのさまざま

な移動サービスが一目で把握でき、予約から決済まで、まるで自分のポケットにすべての交通手段があるかの

ような、そんな夢のような道先案内人、デジタル時代の旅の友が続々と世界で誕生しています。

　運転手のいない自動運転による配車サービスもコロナ禍で次々と商用としてスタートしており、運転手への

感染リスクがなく、24時間安心して移動できる夢の乗り物が現実のものとなっています。

　成田空港がさらにパワーアップしていく上では、空港そのものの高い交通利便性を活かし、空港や空港周辺

エリアをテストヘッドとした次世代のまちづくりが期待されます。地域住民とともに新しい技術を学び、新しい

技術を体験し、ともに成長していく完成しないまちづくりです。自動運転のトラック、最先端の物流施設、新し

い移動サービスなどの社会実装を目指す世界中の企業が空港周辺に立地し、このエリアから日本初のサービ

スが次々と生まれていく、そのようなポテンシャルを十分備えている地域です。

　これまでは空の玄関として成長してきましたが、さらにこれからは、空港を目的地とした地域の中心、地域

経済のモビリティハブにもなっていくことが期待されます。ハブ＆スポークの「スポーク」には、これまでの高

速鉄道や高速バス、自家用車だけではなく、デマンド交通や配車サービスなど、時刻表のない、路線図もない

新しい乗合サービスが大きな役割を果たしていくでしょう。空港の乗り継ぎ利用客が気軽に周辺の魅力的な

スポットに立ち寄ったり、ゆっくりと過ごしたりと、新しいスポークが地域の魅力を再発見する機会にもなる

と期待します。

　空港のアップデートにより、空港への通勤者の増加も予想され、空港従事者が安心して快適に勤務できる

移動環境も重要です。上記の新しい移動サービスは朝夕には通勤需要に対応し、日中は私事や観光需要に対

応するなど、時間と空間を効率的にマネジメントし、周辺地域の雇用創出にも大きく貢献していくでしょう。

　空港は高度な管制センターを有していることから、近未来の空飛ぶクルマや自動運転サービスの社会実装

の地として、成田空港に期待が高まります。これまで国民に夢と希望、多くの幸せを与えてくれた成田空港が、

モビリティ革命発祥の地、幸せを量産する拠点になることを願っています。

一般財団法人計量計画研究所理事    
兼 研究本部企画戦略部長。モビリティ
デザイナー。東京大学博士（工学）。筑
波大学客員教授、神戸大学客員教授。
都市・交通のシンクタンクに従事し、
将来のモビリティビジョンを描くスペシャリストとして活動。代
表的な著書に、「MaaSが都市を変える（学芸出版社）」、「MaaS
（日経BP、共著）」、「Beyond MaaS（日経BP、共著)」など多数。

牧村 和彦さん

モビリティ革命がまちを変え、空港を変える！
　NAAは、東日本電信電話株式会社（NTT東日本）・株式会社
ティアフォー・KDDI株式会社と合同で、第2ターミナル～第3
ターミナル間（空港制限区域内）にて遠隔監視型自動走行バスの
実証実験を行った。これは国土交通省航空局主催「空港制限区
域内における自動走行の実現に向けた検討委員会（以下、検討
委員会という）」における自動運転レベル４相当※3の導入に向け
た実証実験の枠組み、および総務省「令和3年度課題解決型ロー
カル5G等の実現に向けた開発実証」に参画したものである。
　取り組みの背景には、少子高齢化の急速な進行による労働人
口の減少という、日本の交通インフラ全体の課題がある。自動運
転技術はその解決策の一つとして注目されており、人手不足の
解消や、ヒューマンエラーに起因する車両事故リスクの軽減にも
つながると期待されている。
　また、NAAとしては、スマート・エアポートの推進及び、EV車
両の活用によるサステナブルNRT2050への貢献への意義のあ
る試みとなっている。

国内空港初※1、ローカル5G※2などを活用した

「自動運転バス実証」を実施

NARITA
HOT NEWS

各社の役割

東日本電信電話株式会社
● 総務省「令和3年度課題解決型ローカル5G等の実現に向けた
　 開発実証」におけるプロジェクト管理
● ローカル5G通信環境の構築、技術検証、性能評価
● ローカル5Gを活用した自動運転の実現性評価  など

株式会社ティアフォー
● 検討委員会におけるプロジェクト管理
● 自動運転車両提供
● 自動運転システム、遠隔監視システムの開発、実証評価
● 無線冗長システムの開発および実証評価  など

KDDI 株式会社
● キャリア通信 （5Gおよび4G）提供
● 遠隔監視におけるキャリア通信のデータ収集や解析および品質調査  など

NAA
● 実証フィールドの提供　　● 空港における課題抽出、実証評価  など

　今回の実証実験は、タジマモーターコーポレーション社製車両
にティアフォー社の自動運転システムを搭載した自動運転車両
「GSM8」を用いて実施された。成田空港の制限区域内をドライ
バー有りで自動走行し、制限区域内の実装に向けた課題を抽出。
また、複数の車載カメラ映像を用いた遠隔監視などのための通信
インフラとして、ローカル5Gおよびキャリア通信※4による冗長化
を行い、本構成における遠隔監視などの技術的な検証も行った。
　実証実験において約83kmの自動走行を行い、大きな問題な
く制限区域内のルールに沿った走行を行うことができた。また、
実際に乗車したNAA社員へのアンケート調査では、回答者の
70％以上が乗り心地が良かったと答えた。
　今後は、国土交通省航空局が目指す2025年レベル４相当自
動運転の実現に向け、「空港制限区域内における自動走行の実
現に向けた検討委員会」において本実証の成果報告を行い、制
限区域内での自動走行のルール策定に貢献していく。また、ロー
カル5Gなどを活用して成田国際空港へのレベル４相当自動運
転の実装を目指す。

検証項目

制限区域における自己位置推定の精度、空港内ルールを遵守した
自動運転レベル４相当の導入に当たっての技術面・運用面からの
課題などの確認

1

ローカル5Gとキャリア通信のうち品質の安定した通信手段へ自動
切替を行う冗長系構成を機能追加し、遠隔映像など品質低下を模擬
した無線環境下にて、走行中の遠隔映像品質などの継続性を検証

3

空港関係者の自動運転バスへの理解・要望などの確認  など4

ローカル5Gなどを活用して遠隔監視などを実施し、通信インフラ
における「空港環境下での移動物による5G電波遮蔽」と「走行中の
基地局の切替（ハンドオーバー）に伴う影響」などの調査

2

※1 NTT東日本、ティアフォー、KDDI、NAA 調べ（ローカル5Gとキャリア通信を活用する空
港制限区域内の自動運転実証実験として初であることを検討委員会公表資料などを元
に独自に調査）

※2 地域や産業の個別のニーズに応じて地域の企業や自治体などのさまざまな主体が、自
らの建物内や敷地内でスポット的に柔軟に構築できる5Gシステム

※3 自動運転においては、各レベルに応じた運転タスクの主体や走行領域が設定されてい
る。検討委員会にて、空港における「自動運転レベル4相当」の定義（案）として、「自動運転
車両の走行車両開発事業者、運行事業者、空港管理者等の関係者間で合意した限定領
域（ODD）を前提として、運転者が介在せずに対応可能なシステム」とされている。

※4 電気通信事業者が提供する携帯電話などの電気通信サービス

▶田邉誠 取締役 営業部門長より                             
　国内空港初となるローカル５Gを活用した自動運転車両の実証実験を
行い、大きな問題なく制限区域での走行や検証を実施することができま
した。実際に自動運転車両に試乗した社員からは、乗り心地が良かった
という声が多数あり、私も同じ印象を受けました。今後さらなる自動運転
技術の発展に期待しているところです。
　本年度以降も取り組みを継続し、今回の実証実験を通じて抽出された
課題の解決を目指し、成田空港における先進技術の導入に貢献してまい
ります。

労働人口減少などの解決策として
自動運転技術の導入を目指す

実証実験の成果は良好
実装に向けて取り組みを進める
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小高　コロナ禍で航空機の発着回数が激
減する中、運航便を少しでも増やすために
チャーターフライトの誘致を計画しました。
その際に、他空港との差別化のため、また、
繰り返しご利用いただくために、プラスアル
ファの企画として考えたのが空港見学のオ
プショナル販売です。しかし普段立ち入るこ
とのできない施設に一般のお客さまをご案
内することは、保安上の問題や、飛行機の運
航に支障がでるのではないかといった懸念
があり、過去にも一般販売が企画されなが
ら実現できなかったという経緯があります。
大澤　この「安全を担保」するために、お客
さまには見学ツアーバスへの乗車前に手荷
物検査を受けていただきます。ツアー中は、

お客さまが立ち入り禁止区域に入ってし
まったり、危険な行為をしたりしないように
警備員が同行。弊社スタッフも同行して、飛
行機の運航を確認しながら誘導しています。
小高　事前に関係部署と連携して保安上の
対策を入念に計画したので、各所から理解
を得ることができました。安全対策よりもむ
しろ、昨年は感染症対策の方が苦労しまし
た。感染を防ぎたいとの思いは、どこの部署
も同じですから。それでも最終的に理解を
得られたのは、徹底した感染対策を実施し
たからだと思います。

大澤　バスツアーにあたっては、制限エリア
への立ち入り申請やツアー実施までを担う

NAAをはじめとして、ツアーガイドは成田国
際空港振興協会さま、バス運行は東京空港
交通さまなど、多くの事業者にご協力いただ
いております。また、空港見学ツアーと周辺観
光を合わせた日帰りツアーでは、例えば香取
神宮さまにもツアー先としてご協力をお願い
するなど、コロナ前と比べて、近隣の事業者と
新たな角度からつながることができました。
小高　バスツアーのオペレーションはGPAに
お任せしていますが、ツアーの質を日々改善
していくことが、サービス向上につながり、結
果として利益につながっていくのではないで
しょうか。
大澤　空港関連事業者と連携したツアーは、
これからも続けていきたいと考えています。
今後はNAAや航空会社の協力を得て、見学
だけでなく実際の施設を使用した「仕事体
験」のような教育プログラムを作り、学校など
教育団体向けに展開していく予定です。

空港見学に必要な
「安全の担保」を
入念な準備と熱意で実現へ

さまざまな部署や
地元との連携を深めて
新しいステージへ

巻末企画 対談インタビュー

成田国際空港株式会社広報部
No.204 季刊『GREEN PORT REPORT』 〒282-8601 成田市成田国際空港内NAAビル  URL ▶ https://www.naa.jp/

ご意見・ご感想などございま
したら、こちらの二次元コード
を読み込んでお送りください。

コロナ禍による旅客数減少に
「バスツアー」で活路を見出す

「協働」の現場
　コロナ禍で空港利用者が減少する中、飛行機に乗っ
て空から成田空港を眺める周遊フライトが人気を集め
ている。そのオプショナルツアーとして始まった「成田空
港スペシャルバスツアー」は、今ではオプショナルツアーの
枠を超え、地域観光と組み合わせた日帰りバスツアーへ
と発展し好評を博している。バスツアー開催までの経緯
や、今後の展開について、旅行サービスなどを手掛ける
GPAの大澤氏と、NAAの小高氏に話を伺った。

空港を支える

株式会社グリーンポート・
エージェンシー（GPA）
事業開発部 旅行営業課

大澤 宏司さん

成田国際空港株式会社
営業部門
エアライン営業部

小高 翼幸さん

バスツアーに同行する大澤さん 滑走路付近でバスを降り、飛行機を間近で見学 開港以来初の滑走路を歩くツアーの実施にも挑戦！

https://www.naa.jp/
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