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 ワクワクがいっぱい！  成田空港コミュニケーションペーパー

NARITA HEADLINE

キレイな海岸から飛行機
が望めて

気持ちのいい景色。

子どもたちも大喜び！

NARITA  AIRPORT

2 0 2 1

成田市在住の４人家族。廉くん（９歳）、暖く
ん（６歳）は外で遊ぶのが大好き！ 休みの
日は家族そろって自然の多い公園で昆虫
採集をしたり、散歩を楽しんだりしています。

新春号

今号のモデルは
伊原さんファミリー！

広い海と飛行機を
楽しめる！
屋形海岸
県立九十九里自然公園のほぼ中央に位
置する海岸。荒海ながらも遠浅で､夏期の
海水浴シーズンには、ファミリーや若者で
賑わいます。

千葉県山武郡横芝光町屋形5356-1

お出かけ
スポット

エコフォトギャラリー2020　
受賞作品決定！

第35回成田空港周辺
児童書道・絵画展
最優秀受賞作品の発表

年頭のご挨拶

成田空港から全国へつながる
国内線LCCネットワーク拡大中！

コテージ＆ペンション
「NANJA MONJA」

成田空港周辺イベント

成田空港 JOB STORY
成田空港で働くスタッフの情熱に迫る！

特集

今行きたいイチオシスポット 

成田空港

★

成田空港公式SNS配信中！
フォローお待ちしています！

Facebook

YouTube

Instagram

Twitter
Social icon

Circle
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

成田空港 Narita Airport@narita.airport_official

@Narita_OPC_info成田空港 Narita Airport【公式】



　2021年の新年を迎え、ここに謹んでお慶
び申し上げます。
　昨年は、新型コロナウイルスに翻弄された一
年でした。その感染拡大は、世界全方面におい
て、年を越えても人々の経済社会活動に深刻
な影響を与え続けています。特に航空や観光
に関連する産業は、国内外でヒトの自由な往来
が長期にわたり制限されることにより、経営基
盤そのものが大きく揺るがされる状況となっ
ています。
　成田空港も荒波の真っただ中にあります。
全体として、航空機の発着回数、旅客数が大幅
に減少し、回復には相当の時間がかかると予
想されます。一方、そうした中でも、医薬品や
マスクなどの医療用物資、毎日の暮らしに欠
かせない食料品や日用品、内外の工場で生産
活動を支えるさまざまな部品や半製品など
は、航空貨物として活発に輸送されています。
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年頭のご挨拶
　成田空港は、コロナ禍においても我が国の
重要な社会インフラとして、その責務をしっか
りと果たしてまいります。当社では、引き続き、
安全で効率的に空港が運用されるよう万全を
期すとともに、お客様に安心して空港をご利用
いただけるよう、すべての関係者と連携・協力
して、各種感染症対策を徹底して実施してまい
ります。
　そして、航空は、これまで時々の世界情勢に
よって一時的に需要が落ち込んでも、そのた
びに力強く回復し、成長を遂げてきました。今
回の困難な状況も、少し長い目で見れば、必ず
や克服し、さらに発展していくものと確信して
います。当社も、将来を見据えた取り組みを着
実に進めていく必要があります。中でも、新た
な滑走路整備などを行う「成田国際空港の更
なる機能強化」を最優先課題として取り組んで
まいります。また、昨年4月1日より年間発着容

成田国際空港株式会社
代表取締役社長　田村 明比古

量50万回に対応した環境対策を開始しまし
た。これにより、既に多くの住宅で防音工事を
実施させていただくとともに、自治体が行う環
境対策やまちづくりのための周辺対策交付金
を従来の1.5倍を超える額に増額させていた
だくこととなりました。さらに、空港周辺地域に
ある魅力的な観光資源や産品などを活用した
地域振興にも積極的に貢献してまいります。
　2021年がどのような年になろうとも、成田
空港が地域の皆様から愛される空港、お客様
から選ばれる空港であり続けるため、最大限
努力してまいりたいと考えております。本年も
よろしくお願い申し上げます。

第35回成田空港周辺
児童書道・絵画展
最優秀受賞作品の発表

　子どもたちに空港や航空機に興味を持ってもらおうと、1981年より開催
が始まった「成田空港周辺児童書道・絵画展」。空港周辺11市町に所在する小
学校の児童を対象に作品の募集・表彰を行う同展は、今回で35回目を迎えま
した。今回は新型コロナウイルスの影響により、展示会場の縮小や賞状授与
式を代表3校で行うなど、感染症対策に取り組みながらの開催となりました。
　ここでは、栄えある最優秀賞に輝いた9作品をご紹介します。

NEWS

書
道
の
部

絵
画
の
部

松平 とわさん
成田高等学校付属小学校 2年

篠原 朝陽さん
成田市立公津の杜小学校 3年

星野 愛実さん
成田市立加良部小学校 4年

藤﨑 和花さん
成田市立平成小学校 5年

杉下 颯希さん
成田市立三里塚小学校 6年

『ひこうき　かっこいいな』
中谷 奏陽さん

成田市立八生小学校 1年

『夕やけ空とぼくのひこうき』
伊藤 玲空さん

横芝光町立横芝小学校 2年

『大空へレッツゴー！』
多田 ひかりさん

成田市立美郷台小学校 3年
『カラフルドリームズ～光の先へ～』

野口 純惺さん
成田市立橋賀台小学校 6年

NARITA HEADLINE 成田空港の最新情報をお届け!



伐採した樹木を
活用するよ！

エコフォトギャラリー2020　
受賞作品決定！

ガーデニングやインテリアにも使える！

ウッドチップ
無料配布のお知らせ

　環境への取り組みを身近に感じ、楽しみながらご参加いただける企
画として、毎年成田空港が主催している「エコフォトギャラリー」。
　昨年4～7月にご応募いただいた276作品の中から、エコ・エアポー
ト推進協議会会長賞や審査員特別賞をはじめとする選りすぐりの15
作品が決定しました。これらの作品は、成田空港第1旅客ターミナルビ
ルおよび第2旅客ターミナルビル内、エコ・エアポート推進協議会の
HPに展示しております。皆様ぜひご覧ください！

　NAAは、「成田空港の更なる機能強化」の調査により発
生した伐採樹木などを破砕したウッドチップを無料で配布
します。

詳しくは
こちらから！

NEWS

たくさんの
ご応募
ありがとう！
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入選一覧

配布場所

持ち物
スコップ・袋・軍手等（積み込みの際必要な道具）、
身分が証明できるもの（運転免許証など）

対　象

日  時

１月27日（水）、２８日（木）
11時～15時（なくなり次第終了）
※荒天の場合は中止

多古町一鍬田地区（空港隣接地）

撮影者 ： yoo787さん
撮影場所 ： 成田市さくらの山

撮影者 ： pandaさん
撮影場所 ： 芝山水辺の里

撮影者 ： Fred☆Aokiさん
撮影場所 ： 空の駅風和里しばやま

https://www.narita-kinoukyouka.jp/

空港周辺在住で、袋詰め・積み込み・運搬をご自身でできる方。詳し
くは、「成田空港の更なる機能強化」ホームページをご覧ください。

成田国際空港株式会社　
地域共生部 エコ・エアポート推進グループ　
　　 0476-34-5086〈TEL〉

お問い合わせ

　NAAでは、成田空港全体で取り組んでいる環境施策や環境測定結果など
を掲載している環境報告書を年1回発行しています。
　昨年10月に発行した「成田国際空港 環境報告書2020」の特集では、新型
コロナウイルスの影響により低減された成田空港の環境負荷についてご報
告するとともに、コロナ禍においても実施したNAA社員による地域貢献活動
や「成田空港のプラスチック・スマート」宣言の取り組みであるオリジナルエ
コバッグの製作などについてお伝えいたします。また、「成田空港の更なる機
能強化」における環境影響評価について、具体的な取り組みとともにご紹介
しています。
　これからも環境にやさしい「エコ・エアポート」として愛され、選ばれる空港
を目指して取り組んでいきます。
　NAAホームページで電子版をご覧いただけますので、ぜひご一読ください。

成田空港からのお知らせ

「成田国際空港 
環境報告書2020」を

発行しました！

成田空港  環境報告書

〈電子版〉
https://www.naa.jp/jp/
issue/kankyo_report/index.html

臼倉紀さん
443さん

wajyaさん
おぬさん

コロヒーさん
空人さん

ヤスヤスさん
はんめさん

がんちゃんさん
Cozyさん

ゆうさくさん
RGK22さん

審査員
特別賞

審査員
特別賞

エコ・エアポート
推進協議会
会長賞
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手軽に空の旅を楽しめるLCCが
成田空港から国内19都市に
就航しています。
行ってみたい土地への
路線も要チェック！

緑に囲まれた遊歩道を進んで
いくと、紺碧の海が広がり、断崖
から見渡せるこの絶景に思わ
ず足がとまります。その美しさ
は、「万人を座するに足る」と琉
球王朝時代の尚敬王がその景
色を称賛し、地名の由来になっ
たと言われるほど。東シナ海に
沈む夕日も必見ですよ！

国内から成田空港に帰ってきた人に、
旅の思い出を伺いました。
旅先には、そこでしか
出会えないものがいっぱいです！

1泊2日で大分県に行き、地獄めぐりをしてきま
した。スタンプラリーをしながら7カ所ぜんぶめ
ぐって大満足！　鬼山地獄には何十匹ものワニ
がいて、近くで見られるので大迫力でしたね。町
のあちこちから温泉の湯気が立っているのも、
めったに見られない光景でした。ホテルの温泉は少しとろっとしていて、お風
呂上がりはお肌がしっとり。温泉の蒸気で食材を蒸す名物料理「地獄蒸し」を
はじめ、とり天やニラ豚など、ご当地ならではの食べ物もおいしかったです。

大
分
の〝
地
獄
〞で

温
泉
と
ご
当
地
グ
ル
メ
を
満
喫
！

田口 亜由実さん、雄一さん
（千葉県松戸市在住）

大分県

突撃
インタビュー！

到着ロビーで

成田空港から広がる世界

※取材は昨年3月に行いました。

※昨年12月1日時点の情報です。
※運休路線も含まれるため、最新の運航情報は
　各航空会社のWEBサイトをご確認ください。

万座毛

ジャンマ・ジャサイパンさん 井上 明音さん

宮崎市街から都井岬へ至るこのルートには、
観光名所がずらり。縁結びの社「青島神社」を
はじめ、完全復刻したモアイ像と青い海が
フォトスポットになる「サンメッセ日南」があ
ります。「鵜戸神宮」の運玉投げで運試しをし
たり、元祖辛麺屋桝元の通称・こんにゃく麺を
食べたり、楽しみ方は多種多様です！

大内 友里恵さん

沖縄県

日南
フェニックスロード

宮崎県

大阪
（関西空港）

高松

広島

松山
佐賀

熊本

大分

宮崎

長崎

福岡

鹿児島

APJ JJP

APJ JJP

APJ JJP

APJ JJP

JJP

高知

JJPJJPJJP

JJP

SJO

SJO

APJ JJP

成田空港から全国へつながる

奄美

APJ

那覇

APJ JJP

スタッフのおすすめ

スタッフのおすすめ

提供元：PEACH LIVE WEB
（peachlive.net）

国内線LCC
ネットワーク
拡大中！

特集

石垣

APJ

下地島

JJP
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清掃ロボットで除菌＆消毒
スタッフ業務を自動化・省力化！
　従来は多くの人手で行っていたターミナルの清掃に、高度な自律走行性能と
正確なマッピング機能を持つ2機種の清掃ロボットを導入。清掃スタッフは熟練
のスキルを要する作業に専念することが可能になりました。また、イスや床面に
消毒液を噴射できることや、お客様とスタッフとの接触を減らすことで新型コロ
ナ対策にも活躍。安心・安全・快適な空港づくりに貢献します。

清掃業務編成田エボリューション
ハードフロア水洗浄用

Neo

カーペット用
MB-CL02

広島空港から電車で一時間ほどのところに、縁結び
で有名な「千光寺」があります。ロープウェイを使っ
て登頂できますが、徒歩で向かい道中の瀬戸内海
の景色を楽しんでみては。情緒ある古い町並みも
景観がよく、古民家を利用したおしゃれなカフェで、
一息ついてのんびり過ごすのもおすすめです。

清掃ロボットの活躍は
SNSでも紹介中！

CHECK

旅行連絡会　協力：国土交通省・観光庁

「空飛ぶ電車」をコンセプトにするPeachは、成田空港から国内線10路
線、国際線2路線に就航し、首都圏ネットワークを拡充。昨年10月25日
から乗り入れターミナルを駅直結の第1ターミナルに変更し、首都圏
からのお客様を始め、空港近隣住民の利便性が向上している。

Peach Aviation株式会社

「3S（安全・誠意・笑顔）」を企業理念とし、新たな旅の価値の向上に努め
ながら、お客様とともに常に飛躍し続け、安全・安心して搭乗できる環境
を提供している。札幌、広島、佐賀へとつながる国内線および中国を
中心とした国際線に就航。

春秋航空日本株式会社

「日本の空、世界の空を、もっと身近に。」をビジョンとして掲げ、2012年
のLCC元年から成田空港を拠点に運航。成田空港から国内14路線、国
際線4路線に就航。25機のエアバスA320型機（180席）を保有しており、
就航以来3,500万人以上のお客様が利用している。

ジェットスター・ジャパン株式会社千光寺

APJ

JJP

SJO

札幌

庄内

APJ JJP

釧路

JJP

SJO
APJ

旅行する時は「新しい旅のエチケット」を
守り、感染症対策を行いましょう！

マスク着け、私も安心、
周りも安心。

間あけ、ゆったり並べば、
気持ちもゆったり。

旅ゆけば、何はともあれ、
手洗い・消毒。

楽しくも、車内のおしゃべり
控えめに。

おしゃべりをほどほどにして、
味わうグルメ。

毎朝の健康チェックは、
おしゃれな旅の身だしなみ。

広島県

国内線LCC3社オリジナルグッズの
詰め合わせをプレゼント！ 詳しくは、P8へ

成田
スタッフのおすすめ

運休中

LCC３社を上手く利用すれば
日本縦断も夢じゃない！？
行きたい土地への
就航ルートの参考に。

国内LCC
就航MAP

成田空港に就航する
国内線LCC３社をご紹介！



ACTIVITYFOOD

今行きたい 横芝光町 「コテージ＆ペンション NANJA MONJA」

ココロとカラダいっぱいに
地元の豊かな自然を感じよう！
地域密着のリゾートとして、多彩な楽しみ方で横芝光町の自然に触れられる
「NANJA MONJA」。宿泊だけでなく、日帰りのお出かけ先としてもおすすめ！
実はまだ知らない地元の魅力を、体験してみませんか？

穏やかな栗山川で
のんびり過ごすカヤックの旅

食事 体験
カヤックツアー

千葉県山武郡横芝光町
木戸8549-1
【TEL】0479-84-0317
【休日】年中無休
（メンテナンス日をのぞく）
【HP】https://nanja-monja.jp/

コテージ＆ペンション　
NANJA MONJA

テニス＆釣り

敷地内の自然を感じながら
気分をリフレッシュ！

～1/31（日）出発

空をかける飛行機を見上げながらくつろげる天然温泉を、Go To 
Travelを使ってお得に満喫しませんか？ 温泉フルセットに加え、
特別会席御膳が堪能できるプチグルメ、またはフェイシャル美顔
などが体験できるエステの２コースから選べます。芝山鉄道の往
復乗車券付きなので、旅の行き来もスムーズです。

香取市

佐原まちぐるみ博物館企画展
「佐原・町並み・お正月」～1/10（日）
「さわら雛めぐり」2/6（土）～3/28（日）
江戸時代から続く佐原の家々が、大事に伝えてき
たお宝を公開する「佐原まちぐるみ博物館」では
季節の行事ごとに企画展を開催。1/3（日）には獅
子舞の披露も（雨天中止）。
［ 佐原地域 商家など各店舗 ］
TEL : 080-5455-7577（佐原おかみさん会）

芝山公園イルミネーション
～2/28（日） 17：00～21：00
今年初めての開催！　芝山公園の旧時計台を中
心としたイルミネーションです。約40,000球もの
色とりどりの輝きが、夜の公園内を飾ります。
※天候により、予告なく点灯を見合わせることがあります。

芝山町

［ 芝山公園 ］
TEL : 0479-77-3918（芝山町観光協会）

Make you happy あなたを幸せにする
 ～シーズンイルミネーション～
～3/14（日） 17：00～0：30
（日没時刻によって開始時間は変更あり）

昨年11月よりJR安食駅周辺が華やかな光に彩られて
います。1/16（土）～2/14（日）はバレンタインver、2/15
（月）～3/14（日）はホワイトデーverが楽しめます。

栄町

［ JR安食駅南口および北側ロータリー周辺 ］
TEL : 0476-33-7773（栄町役場企画政策課）

さわら雛舟春祭り
3/13（土） 10：00～16：00
（さわら雛舟運航予定時間11：00、13：30、15：00）

華やかな衣装をまとったお内裏さま・お雛さまの
一行が、雅楽の調べとともに小野川で水上パレー
ドを行います。水郷の町ならではの雛祭りです。

香取市

［ 佐原地域 小野川沿い ］
TEL : 0478-52-6675（水郷佐原観光協会）

成田空港の
周辺エリア オススメの
お祭りやイベントを
ピックアップ ！ 忍者体験教室

2/20（土）・21（日）※荒天延期 2/27（土）・28（日）
10：00～11：30、13：00～14：30（各回定員10名）
※推奨年齢：小学1年生～※参加費：大人2,000円、子ども
1,000円（別途「房総のむら」の入館料がかかります）

忍者や侍などの衣装が借りられる「コスプレの館」。
当日は忍者の衣装を着て、手裏剣投げなどの忍
者に「なりきる」体験が楽しめます。

栄町

［ ドラムの里 コスプレの館 ］
TEL : 0476-85-8155〈受付期間：2/1（月）～17（水）〉

第59回 成田の梅まつり
2/20（土）・21（日）・27（土）・
28（日）、3/6（土）・7（日）
10：00～15：00
成田山公園には約500本もの梅の木があり、平均
樹齢は70年以上。苔むした木々に紅白さまざまな
梅が咲き誇り、公園内は梅の香りに包まれます。

成田市

［ 成田山新勝寺成田山公園および宗吾霊堂 ］
TEL : 0476-22-2102（成田市観光協会）

［ （株）グリーンポート・エージェンシー／グリーンポート・トラベル ］ TEL : 0476-34-6681

坂田城跡梅林観賞
2/20（土）～3/7（日）
9：00～15：00
県内有数の梅林である坂田城跡梅林では、約
1,000本もの白梅が一斉に花開きます。土地の
歴史を感じながら、春の訪れを楽しんで。

横芝光町

［ 坂田城跡梅林 ］
TEL : 0479-74-8585（横芝光町観光まちづくり協会）

※旅行出発の3日前締め切り（1/1・2・3を除く） 受付時間：平日9:00～17:50（12/29～1/3を除く）

オーナー：秋葉香織さん・秀央さん

３密を避けたレジャーとして人気が高まっ
ているカヤックを、「NANJA MONJA」か
ら徒歩3分の栗山川で体験可能（小学生
以上）。ガイドが優しく教えてくれるので、
初心者でも安心です。穏やかな川の流れ
をのんびり感じてみては。

昨年6月にリニューアルしたテニスコート
は、水はけの良い人気のオムニコート。敷
地内の「もんじゃ池」ではコイ、フナなどの
釣り体験もできます。「NANJA MONJA」
で宿泊すれば一日中楽しめること間違い
なし！

一年を通して
本格的なBBQを満喫！

BBQ

施設内にあるテラスでは、オールシーズ
ン通して楽しめるBBQが人気。提供する
お肉はすべてこだわりの地元銘柄ブラン
ドです。準備・片付け不要で、日帰り利用
もOK。家族や仲間での食事がより一層楽
しくなりそうです。

【料金】（BBQスタンダードメニュー）
大人：税込4,800円（デイユースは5,800円）
子ども：税込2,300円（デイユースは2,800円）
【営業時間】17:00～20:00
※事前予約制
※詳細はHPもしくはTELよりお問い合わせください

※お問い合わせは、よこぴか倶楽部（yokopika.club/）まで
※事前予約制（不定期開催）

※詳細はHPもしくはTELよりお問い合わせください

旅の詳細は
こちらから

プチグルメコース
（大人3,780円、子ども2,750円）

エステコース
（大人6,500円）
※価格はお支払実額

成田空港温泉 空の湯＆
プチグルメ／エステの旅へ

手ぶらでラク！ Go Toでお得！ プランこちらもチェッ
ク

EVENT

CHECK

海や川での体験のほか、夜には満天の
星空を眺める観賞会も行っています。
ぜひ「NANJA MONJA」で横芝光町
の魅力を再発見してみてください！

成田空港から約35分、自然豊か
な九十九里エリアにあるリゾート
ホテル。3種類のコテージは旅の
スタイルにあわせて選べます。

SPOT

フレンチレストラン
「merle（メルル）」

旬の地元食材を
フレンチでたっぷりと

千葉県出身のオーナーシェフが手掛ける
フレンチ料理は、地元食材をふんだんに
使用し、見た目にも華やか。宿泊はもちろ
ん日帰りでランチ、ディナーどちらも利用
が可能です。緑に囲まれながら、ゆったり
とした贅沢なひとときを。

【料金】ランチ：2,000円～／ディナー：4,800円～
【営業時間】ランチ11:30～14:00（L.O.）／
ディナー17:30～20:30（L.O.）
※詳細はHPもしくはTELよりお問い合わせください

日帰り
利用OK

日帰り
利用OK

日帰り
利用OK

宿泊
限定

最新情報は各市町にお問い合わせください。
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※新型コロナウイルス感染症の状況に
よっては中止とすることがあります。

※新型コロナウイルス感染症の状況に
よっては中止とすることがあります。



輸入業務
「空の玄関口」となる空港では、さまざまな役割を持つプロフェッショナル
たちが日々活躍中。第１回は、国内最大の航空貨物基地を誇る成田空港
での輸入業務を、髙橋七海さんを主人公に紹介します。

国際空港上屋株式会社
（IACT）
輸入業務第二部業務課

髙橋 七海さん
たかはし　ななみ

くうこうだより  2021 （号春新 7）

輸入貨物のハンドリングを担当。
IACTで女性初の
トーイングトラクター免許を取得。

輸入業務に就いて6年目。毎日たくさんの貨
物の引き渡しを行っています。貨物は話すこ
とができない、だからこそ私たちの適切な判
断が必要です。例えば、貨物によって異なる
温度管理や衝撃対策をしたり、つぶれやすそ
うに感じたら積み替えを行ったり。さまざま
な条件をクリアし、安全に引き渡しができた

時にお客様から「ありがとう」と言っていただ
くことがやりがいになっています。
男性が多い現場で私も同じように貢献したく、
社内の女性で初めて、トーイングトラクター
免許を取得。これからもたくさんのことに挑
戦し、もっと女性が活躍できる場を増やすこ
とが私の使命だと感じています。

成田空港で働く
スタッフの情熱に迫る！

到着後、積み替えられた
貨物の貨物情報を登録し、
フォークリフトで
安全・確実・迅速に
お客様に引き渡すのが
輸入業務の仕事です。

衣料品や食料品、動物など、
貨物の種類も多種多様！

成田空港では年間200万ｔを超える
国際貨物を取り扱っています。

某有名アーティストの
楽器やステージ機材が
チャーター４機で
来たことも！

春先にはいちごやさくら
んぼ、秋になったらボジョ
レーワインなど、貨物から
四季を感じられるのも輸
入業務の魅力です。

特に、動いて
バランスを崩しやすい動物は、
落下したら命の危険もあり、
細心の注意が必要です。
フォークリフトの安全ベルトで
しっかりゲージを固定し、
危険を減らします。

貨物を通じて海外とつながれるのは
「日本の玄関口」である成田空港ならでは！

偏荷重や変わった形状は
バランスが取りづらく
運ぶのにもひと苦労します。

たまたま入ったお店に
取り扱い貨物の
段ボールがあって
嬉しくなったことも♪

これからも
仕事に誇りを持って
貨物の安全を
守っていきます！

輸入業務は、
陰で生活を支える
社会になくてはならない
仕事の一つ。
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クロスワード

■相談センター 一覧 空港や環境問題に関するご意見、ご要望は各センターにお問い合わせください。駐車場もご用意しております。

北地域相談センター
千葉県成田市花崎町750-1
千葉交通ビル3階
0476-24-5361
0120-06-6543
0476-24-5370

［利用時間］ 9：00～17：00
［休館日］ 土日・祝日、年末年始

くうこうだより 2021新春号（2021年1月1日発行）［vol.126］ 企画・制作 広報部　成田市成田国際空港内NAAビル（成田市古込字古込1番地1）
URL：https://www.naa.jp

成田国際空港公式WEBサイトはコチラから

成田国際空港株式会社

南地域相談センター
千葉県山武郡芝山町大里18-52
芝山町中央公民館千代田分館2階
0479-78-1394
0120-06-6554
0479-78-1398

［利用時間］ 9：00～17：00
［休館日］ 土日・祝日、年末年始

茨城地域相談センター
茨城県稲敷郡河内町源清田1183
河内町役場北側庁舎
0297-84-5017
0120-84-5013
0297-84-5013

［利用時間］ 10：00～16：00
［休館日］ 土日・祝日、年末年始

東地域相談センター
千葉県香取郡多古町多古584
多古町役場庁舎1階
0479-74-8882
0120-74-8881
0479-74-8889

［利用時間］ 9:00～17:00
［休館日］ 土日・祝日、年末年始

山武地域相談センター
千葉県山武郡横芝光町宮川11902
横芝光町役場本庁舎2階
0479-84-1226
0120-84-1226
0479-84-1228

［利用時間］ 9：00～17：00
［休館日］ 土日・祝日、年末年始

経済成長、地域活性化のために、機能強化が求められる成田空港。
地域の皆様にご理解いただきながら、環境対策・地域共生策の充実を図り、
地域と空港との共生共栄を実現していきたいと考えています。

TEL 0570-000-955

受付時間 平日9:00～17:00

A～Eの枠の中に入る文字を順に並べてできる言葉は？

【2020新春号の答】ゆふいん

えあぽーとクロスワード

正解者の中から抽選で10名様に、
国内線LCC3社の

オリジナルグッズ詰め合わせを
プレゼントいたします。

クロスワードの答え・住所・氏
名・年齢・職業・電話番号・成田
空港やくうこうだよりへのメッ
セージを明記の上、応募くださ
い。締め切りは1月29日（金）
（当日消印有効）です。

〒282-8601
成田市成田国際空港内
NAAビル NAA広報部
「くうこうだより」
えあぽーとクロスワード係 

タテ の カギ

残り物には◯◯がある。
空高く上げる「凧」を、英語で言うと？
百獣の王と言えば、この動物。
よその国。飛行機で◯◯◯情緒あふれる国へ。
◯◯は金なり。すばやく行動したいものです。
魚の体表をおおう物は？
こすって火をつける。キャンプなどで活躍します。
行きも◯◯◯も、飛行機を利用しました。
大型乗合自動車。空港◯◯で便利にアクセス。
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ヨコ の カギ
ハガキ

www.aeromuseum.or.jp

●折紙飛行機教室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1月2日（土）

●新春書道体験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1月3日（日）

★航空無線通信士受験直前対策セミナー・・・・・・・1月16日（土）・17日（日）

※時刻表が一部変更されています。詳しくはホームページでご確認ください。

交　　通 成田空港第1・第2ターミナルより路線バス15分、JR成田
駅より路線バス30分、東京駅より高速バス1時間30分

公式H P

開館時間 10:00～17:00（16:30入館締切）
休 館 日 月曜日(祝日の場合は翌日休館)
入 館 料 大人700円、中高生300円、小人200円

ハガキから応募を

※応募者情報については当選者
への商品発送のみに使用させ
ていただき、個人情報の保護に
関する法律およびそのほか関係
法令を遵守いたします。

　プレゼント

セミナー

お正月イベント

航空科学博物館は、1月1日（金）午前10時より通常営業！ 家族で楽しめるイベントも開催しています。

【成田空港の明日を、いっしょに】
わたしたちは考えます。成田の未来と、みんなの未来。
ウェブサイトをぜひご覧ください　https://www.narita-kinoukyouka.jp/

航空科学博物館からのおしらせ
航空のことが
もっと分かる！

［TEL］ 0479-78-0557
※今後の状況により、日時・内容は変更される場合があります。最新情報はホームページでご確認ください。

★印は有料・要予約。 詳しくはお問い合わせください。

航空科学博物館
割 引 券

（コピー不可）くうこうだより2021 新春号

有効期限 2021年3月31日（水）
この券1枚で2名様まで

20％割引にてご入場いただけます。

〈お住まい〉
　　　　　　　　　 市・町・村

ご記入ください

キリトリ線キリトリ線キリトリ線キリトリ線

キリトリ線キリトリ線キリトリ線キリトリ線

出題：三輪みわ

飛行機の定期飛行のこと。◯◯◯◯プラン。
出るコレは打たれる、と言われます。
行楽で出かけたい、景色がよく、
楽しみの多い場所。
一年にひとつ、とっていきます。
私の兄弟の息子。漢字で「甥」と書きます。
力士は、この色の星がつくのを嫌がります。
物惜しみしない。◯◯◯よく、物を与える。
飛行機などが進む道筋。
◯◯◯を外さずに飛ぶ。
これが好きな人を、太公望と言います。
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「N.PASS」でおトクに成田空港ショッピング！
成田空港周辺地域にお住まいの方に限り発行！

お近くの申請窓口に、必要書類をお持ちください。

申請方法

①N.PASS申込書
②タテ45㎜×ヨコ35㎜の証明写真1枚
③現住所が確認できる顔写真付き本人確認書類（旅券・運転免許証など）

必要
書類

●北地域相談センター
●南地域相談センター　

●〒282-8601  成田市成田国際空港内NAAビル　
   地域共生部 共生業務グループ　N.PASS担当宛

●茨城地域相談センター
●山武地域相談センター　　

●東地域相談センター

※各相談センターの住所・連絡先・利用時間は当ページの下段をご覧ください。
※各地域相談センターでは「N.PASS申込書」をご用意しております。

当日申請
窓口

郵送受付

①空港内店舗での商品の割引や記念品サービス

②空港内指定駐車場（P1またはP2）の
　駐車料金が3時間無料（普通乗用車1台につき）

③空港周辺施設での割引サービス

空港内店舗でのご利用合計額が1,000円以上
のレシート（当日利用分のみ）とN.PASSを、出庫
時に出口係員にご提示ください。ただし、日帰りの
ご利用のみとさせていただきます。

サービス特典

※一部対象外の店舗がございます。

●航空科学博物館　●空の湯

対　象
空港周辺23市町村にお住まいの15歳以上の方
（中学生を除く）

成田国際空港（株）地域共生部 共生業務グループ　N.PASS 担当　
TEL：0476-34-5858
（平日9:00～17:00）※12:00～13:00は除く

お問い合わせ

恒例の人気イベント。簡単に作れて、よく飛ぶ折紙飛行機でいっしょに遊
びましょう。
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成田空港　N.PASS 検索

企画展
●航空アート展・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1月1日（金）～3月28日（日）

一昨年新設した体験館
「ビューテラス」からの

眺望です。成田空港か

ら飛び立つ飛行機を間
近でご覧になれます。

また、本館4階レストラ

ン「バルーン」ではお食
事を楽しみながら景色

をご覧になれます。

キーホルダーや
サコッシュなど
全9点！


