
印西市在住の４人家族。結愛ちゃん（6歳）、
遥大くん（4歳）は、元気いっぱいの仲良し姉
弟。広い公園で自転車に乗るのが大好き。
家族でよくお買い物にも出かけるそう。

今号のモデルは
椎木さんファミリー！

香取市の里山に囲まれた
豊かな自然を味わう
恋する豚研究所　
FLAGSHIP STORE
成田空港から車で約20分に位置する、お
いしい豚肉メニューが食べられる複合施
設です。食事だけでなく近くの里山を歩い
たり、湧水を飲んだり、香取市の自然を味
わいつくせます。

千葉県香取市沢2459番1

成田空港公式SNS配信中！
フォローお待ちしています！

くうこうだより
公式Webサイト

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】

★
成田国際空港

詳しくは、P6へ

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夏号（2021年7月9日発行）［vol.127］ 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～Fの枠の中に入る文字を順に並べてできる言葉は？

【2021新春号の答】えこふおと（エコフォト）

えあぽーとクロスワード

正解者の中から抽選で
以下グッズ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
8月6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 

右記からご応募くだ
さい。

タテ の カギ

俳句にいれる、季節を感じさせる言葉。
成田空港線の愛称は「成田○○○アクセス」
空港で、発着ロビーなどの施設がある建物。
北米のナイアガラは、大きなこれで有名です。
朝はモーニング。夜は？
おおきい。小を兼ねるとか。
スプリングの次に来る季節は？
検査、試験。安全な飛行のために繰り返すもの。
双方に優劣がない。○○と○○の勝負だ。
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ヨコ の カギ

●開館32周年記念日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8月1日（日）
●ゴム動力飛行機教室・・・・・・・・・・・8月13日（金）～15日（日）

●航空無線通信士受験者のための
  「無線工学」攻略セミナー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7月18日（日）

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に伴い、7月13日（火）～
9月8日（水）の期間において、各ターミナルにおける路線バス乗降場、ターミナル
周辺の道路での運用変更が発生いたします（一部期間のみの変更を含む）。
最新情報は成田国際空港公式WEBサイトをご確認ください。

成田空港の周辺地域（空港の敷地・区域や、その周辺約300ｍの地域）の
上空では、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の
禁止に関する法律」により、重さや大きさにかかわらず、原則として小型無
人機（ドローン）などを飛行させることが禁止されています。飛行させる場
合は、成田国際空港株式会社の同意、千葉県公安委員会などへの事前通
報といった各種手続きが必要です。
同意なく飛行させた場合、警察官などによる退去命令や飛行妨害などの
措置対象となり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる
ことがあります。
また、正当な理由なく空港内へドローンなどを持ち込むことも「成田国際
空港管理規程」にて禁止されています。
空港の安全確保のため、空港内および空港周辺で飛行しているドローン
などを発見した場合、または飛行させようとしている人を発見した場合は、
速やかに警察（110番）へ通報していただきますよう、皆さまのご協力をお
願いいたします。
その他、空港周辺以外の空域においても、航空法によってドローンなどの
飛行が規制されている場合がありますのでご注意ください。

応募方法

ハガキから

二次元コードから

※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

夏休み
イベント

航空科学博物館は、
8月中は毎日開館！
ご家族でぜひお越しください。

【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。
Web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！

航空科学博物館
割 引 券

（コピー不可）くうこうだより2021 夏号

有効期限 2021年8月31日（火）
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

・ストラップ2本
・ステッカー1枚

※いずれか1種類をプレゼント

飛行機のボディ、胴体部分のこと。
さあ、行こう。レッツ・○○!
ビーチの白い○○の上を歩く。
読み札と取り札で遊びます。
今より将来。○○○のために環境保護を。
球体はボール。では、立方体は？
うまい。ゴルフで叫ぶ「○○○ショット！」
高知県の旧国名は？
独眼竜と称された戦国大名は、○○政宗。
私の子どもの子ども。
○○の世代によい地球を残す。

1
2
3
4
6
8
9
10
11
13

おトクに成田空港ショッピング！

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

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）

対　象

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

（8） くうこうだより  2021  夏号 

成田空港　N.PASS 検索

企画展
●空気の流れとスポーツ・・・・・・・・・7月2日（金）～9月26日（日）
●こうくうキッズアート展・・・・・・・・・11月2日（火）～28日（日）

※詳しくは公式HP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

※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。
　最新情報は公式HPでご確認ください。

www.aeromuseum.or.jp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

［ TEL］ 0479-78-0557

空港周辺は
ドローン飛行
禁止エリアです

成田空港周辺地域にお住まいの方に限り発行！

ご注意ください！

※9月30日（木）まで作品募集中

※要予約・有料

成田空港からのお知らせ
CHECK

「N.PAS
S」で

芝生の上でのんびりタイム
♪

自然がいっぱいの広場で

家族みんなで過ごせます！

お出かけ
スポット

 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  AIRPORT

2 0 2 1

夏号

ZIPAIR
グッズ
6名様

最新情報は成田国際空港公式
WEBサイトまたは各関係機関
WEBサイトをご確認ください。

恋豚
TABLE DELI
4名様
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02 NARITA HEADLINE

エコフォトギャラリー2021 作品募集中！

テイクアウト特集

「カームダウン・クールダウン」を
全ターミナルの出発手続き後エリアに
設置しています！

第36回成田空港周辺児童書道・絵画展
入賞作品展示のお知らせ

サステナブル・エアポートの実現に向けて、
取り組み加速中！

成田空港のホントに迫る！ 
空港 大研究

「恋する豚研究所 FLAGSHIP STORE 」
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 



エコフォトギャラリー
2021　作品募集中！

　成田空港では、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、「エコフォトギャ
ラリー」への作品を募集しています。ご応募いただいた
作品は、事務局にて選考の上、第1ターミナル内「NAA
アートギャラリー」での展示やエコ・エアポート推進協議
会Webサイトへの掲載を予定しています。
　また、会長賞や審査員特別賞を受賞された方には旅
行券、入選の方には成田空港オリジナルグッズ等を差し
上げております。皆様ぜひご応募ください！

応募作品
お一人様5点まで。
応募者本人が撮影した写真で、
未発表のもの（他のコンテスト等へ
の出品、入選されていない作品）に
限ります。撮影時期は問いません。
※写真データはJPEGまたは
　PNG形式で
　1点10MB以内とします。

応募期間 お問い合わせ

入賞作品

展示期間および会場

応募方法

7月31日（土）まで Webから応募
右記の協議会Webサイトから
専用ページへアクセスしてください。
郵送で応募 
作品をCD-Rなどに保存していただき、
以下の①～⑧をご記載の上、
右記の送付先までお送りください。
①氏名 ②ペンネーム ③住所 ④電話番号 
⑤メールアドレス ⑥写真の撮影場所 
⑦エコフォトギャラリーを知ったきっかけ
⑧コメント その他詳細は 成田空港  エコフォト

〈TEL〉
〈メールアドレス〉
〈協議会Webサイト〉

0476-34-5609（平日9：00～17：00）※12：00～13：00は除く
ecoair@naa.jp

https://www.naa.jp/eco/fun/gallery/index.html

〒282-8601　成田市成田国際空港内　NAAビル 
成田国際空港㈱経営計画部サステナビリティ推進室
（エコ・エアポート推進協議会事務局）

〈作品送付先〉

ここからも
Webサイトに
飛べるよ！

EVENT

　成田空港を文化的な交流の場とし
て親しんでいただく「成田空港周辺児
童書道・絵画展」。今回は77校から
11,767点(書道6,192点、絵画5,575
点)の作品が寄せられ、その中から
252名が入賞しました。入賞作品は7
月17日(土)から9月14日(火)まで、空
港内や航空科学博物館内にて展示し
ます。入賞者の皆さんの素敵な作品が
展示されますのでお楽しみに！

たくさんの応募
待ってるよ～！

素敵な作品を
見に行こう！

成田空港周辺の美しい自然環境の写真
エコの取り組みと、成田空港や飛行機が結びつく写真

テーマ

（2） くうこうだより  2021  夏号 くうこうだより  2021 （号夏 3）

サステナブル・エアポートの
実現に向けて、取り組み加速中！

「サステナブルNRT2050」を策定しました

サステナビリティ推進室を設置しました

NEWS
第36回成田空港周辺
児童書道・絵画展
入賞作品展示のお知らせ

NEWS

　第１・第２ターミナルの国際線出発手続き後エリアに「カームダ
ウン・クールダウン」のためのスペースが設置され、これにより
成田空港の全てのターミナルの国際線・国内線出発手続き後エ
リアでカームダウン・クールダウンをご利用いただけるようにな
りました。カームダウン・クールダウンとは、視線や音、光を遮る
個室空間で、発達障害等の特性のある方や感覚過敏のある方等
が気持ちを落ち着かせることが必要になった際にご利用いただ
くものです。航空機のご利用は非日常的な体験であり不安を感
じられる方も多いかと思いますが、多様なお客様に少しでも安心
してご利用いただくために、成田空港は今後もユニバーサルデ
ザイン化を進めてまいります。
　成田空港では他にも、障害のあるお
子様等に成田空港ご利用の際の手順や
行程を事前に学んでいただける冊子「な
りたくうこうから りょこうへいこう！」を作
成し成田国際空港公式WEBサイト等で
ご案内していますのでご利用ください。

「カームダウン・クールダウン」を
全ターミナルの出発手続き後
エリアに設置しています！

NEWS

　成田空港では、環境負荷低減策の一つで
ある「気候変動への取り組み」をより一層推
進するため、CO2排出量削減に関する中長
期の数値目標「サステナブルNRT2050」を
策定いたしました。今後とも「周辺環境への
取り組み」、「資源循環への取り組み」、「環境
マネジメント」をあわせた４つを柱とする環
境への取り組みを着実に進めてまいります。

　「サステナブルNRT2050」をはじめとす
る環境施策を推進するため、2021年7月に
「サステナビリティ推進室」を設置いたしま
した。ESG施策の進展を図りつつ、持続的
発展を目指した空港づくりを進めてまいり
ます。

※クレジット制度の活用をせずに、再生可能エネルギーの導入などにより排出量を削減したうえで、
　植林による吸収をはじめとした方法で相殺し、CO₂排出量を実質ゼロにすること

7月17日（土）～8月6日（金）
第2ターミナル2階国内線連絡通路
（最終日は13時ごろまで）
8月7日（土）～8月25日（水）
航空科学博物館内
8月26日（木）～9月14日（火）
第1ターミナル中央ビル5階NAAアートギャラリー
（最終日は15時ごろまで）

● 書道の部 140点
● 絵画の部 112点

［概 要］
● NAAグループが排出するCO₂を2015年度比で30％削減します
● 成田空港から排出されるCO₂を2015年度比で
　発着回数1回あたり30%削減します
● NAAの「ネクストアクション」を定めてCO₂削減を推進します
● 更なる機能強化における環境負荷低減の取り組みを推進します

● NAAグループが排出するCO₂をネットゼロ※にします
● 成田空港から排出されるCO₂を2015年度比で50％削減します

2030年度
目標
（中期）

2050年度
目標
（長期）

NARITA HEADLINE 成田空港の最新情報をお届け!

テイクアウト特集テイクアウト特集
「N.PASS」を活用すると
駐車場代が無料に！ 
ぜひご活用ください！

ロースかつ弁当
1,060円（税込）

契約栽培された小麦を食べて
育った「三元麦豚」を一定温度で
熟成。臭みがなく、旨味たっぷり
のロースを使用した、人気メ
ニューをぜひご賞味あれ。

とんかつ新宿さぼてん
第1ターミナル中央ビル4階

職人の手で一枚ずつ手切りされた
牛たんは、厚みがありながらも柔
らか。絶妙な塩加減で、たんの旨
味がより一層引き立ちます。牛
テールスープとの相性もバツグン！

仙臺たんや利久
第3ターミナル本館2階

牛たん6切弁当
（テールスープ付き）
牛たん6切弁当
（テールスープ付き）

1,782円（税込）

詳細はP8をチェック！

飛行機を見ながらご飯を食べよう！

取り組み

1

取り組み

2

1967年創業、本格中華料理店
「謝朋殿」の伝統料理。海鮮・肉・
野菜がたっぷり入ったまろやか
なあんを、焼き目のついた麺に
絡めて食べればまさに絶品です。

五目あんかけ焼きそば

謝朋殿 
第2ターミナル本館4階

700円（税込）
農薬・化学肥料を一切使わず、
天然水だけで栽培した「佐倉き
のこ園」の長生き椎茸を贅沢に
トッピング。肉厚ジューシーな
食感を心ゆくまで堪能できます。

京成友膳 
第1ターミナル中央ビル4階

長生き椎　天丼
600円（税込）

成田空港内で味わえる、おすすめテイクアウトメニューをご紹介。 
旅のわくわく感を思い出しながら、お食事をお楽しみください！

※7月9日時点の情報です。※各店舗の営業時間は成田国際空港公式WEBサイトをご確認ください。

展望・見学デッキ
情報は
こちらから！

　　　　　　　　空港予習冊子
「なりたくうこうから　りょこうへいこう！」
CHECK！CHECK！

世界中で長期的なCO2排出量削減に向けた取り組みが進む中、成田
空港が中長期的に成長発展していくためには、脱炭素化をはじめESG
に配慮した持続可能な空港づくりを進める必要があります。新たに設
置されたサステナビリティ推進室を中心にステークホルダーの皆様と
の連携を一層強化し、各種施策を着実に実施してまいります。

成田国際空港株式会社　執行役員 吉田 昭二



エコフォトギャラリー
2021　作品募集中！

　成田空港では、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、「エコフォトギャ
ラリー」への作品を募集しています。ご応募いただいた
作品は、事務局にて選考の上、第1ターミナル内「NAA
アートギャラリー」での展示やエコ・エアポート推進協議
会Webサイトへの掲載を予定しています。
　また、会長賞や審査員特別賞を受賞された方には旅
行券、入選の方には成田空港オリジナルグッズ等を差し
上げております。皆様ぜひご応募ください！

応募作品
お一人様5点まで。
応募者本人が撮影した写真で、
未発表のもの（他のコンテスト等へ
の出品、入選されていない作品）に
限ります。撮影時期は問いません。
※写真データはJPEGまたは
　PNG形式で
　1点10MB以内とします。

応募期間 お問い合わせ

入賞作品

展示期間および会場

応募方法

7月31日（土）まで Webから応募
右記の協議会Webサイトから
専用ページへアクセスしてください。
郵送で応募 
作品をCD-Rなどに保存していただき、
以下の①～⑧をご記載の上、
右記の送付先までお送りください。
①氏名 ②ペンネーム ③住所 ④電話番号 
⑤メールアドレス ⑥写真の撮影場所 
⑦エコフォトギャラリーを知ったきっかけ
⑧コメント その他詳細は 成田空港  エコフォト

〈TEL〉
〈メールアドレス〉
〈協議会Webサイト〉

0476-34-5609（平日9：00～17：00）※12：00～13：00は除く
ecoair@naa.jp

https://www.naa.jp/eco/fun/gallery/index.html

〒282-8601　成田市成田国際空港内　NAAビル 
成田国際空港㈱経営計画部サステナビリティ推進室
（エコ・エアポート推進協議会事務局）

〈作品送付先〉

ここからも
Webサイトに
飛べるよ！

EVENT

　成田空港を文化的な交流の場とし
て親しんでいただく「成田空港周辺児
童書道・絵画展」。今回は77校から
11,767点(書道6,192点、絵画5,575
点)の作品が寄せられ、その中から
252名が入賞しました。入賞作品は7
月17日(土)から9月14日(火)まで、空
港内や航空科学博物館内にて展示し
ます。入賞者の皆さんの素敵な作品が
展示されますのでお楽しみに！

たくさんの応募
待ってるよ～！

素敵な作品を
見に行こう！

成田空港周辺の美しい自然環境の写真
エコの取り組みと、成田空港や飛行機が結びつく写真

テーマ
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サステナブル・エアポートの
実現に向けて、取り組み加速中！

「サステナブルNRT2050」を策定しました

サステナビリティ推進室を設置しました

NEWS
第36回成田空港周辺
児童書道・絵画展
入賞作品展示のお知らせ

NEWS

　第１・第２ターミナルの国際線出発手続き後エリアに「カームダ
ウン・クールダウン」のためのスペースが設置され、これにより
成田空港の全てのターミナルの国際線・国内線出発手続き後エ
リアでカームダウン・クールダウンをご利用いただけるようにな
りました。カームダウン・クールダウンとは、視線や音、光を遮る
個室空間で、発達障害等の特性のある方や感覚過敏のある方等
が気持ちを落ち着かせることが必要になった際にご利用いただ
くものです。航空機のご利用は非日常的な体験であり不安を感
じられる方も多いかと思いますが、多様なお客様に少しでも安心
してご利用いただくために、成田空港は今後もユニバーサルデ
ザイン化を進めてまいります。
　成田空港では他にも、障害のあるお
子様等に成田空港ご利用の際の手順や
行程を事前に学んでいただける冊子「な
りたくうこうから りょこうへいこう！」を作
成し成田国際空港公式WEBサイト等で
ご案内していますのでご利用ください。

「カームダウン・クールダウン」を
全ターミナルの出発手続き後
エリアに設置しています！

NEWS

　成田空港では、環境負荷低減策の一つで
ある「気候変動への取り組み」をより一層推
進するため、CO2排出量削減に関する中長
期の数値目標「サステナブルNRT2050」を
策定いたしました。今後とも「周辺環境への
取り組み」、「資源循環への取り組み」、「環境
マネジメント」をあわせた４つを柱とする環
境への取り組みを着実に進めてまいります。

　「サステナブルNRT2050」をはじめとす
る環境施策を推進するため、2021年7月に
「サステナビリティ推進室」を設置いたしま
した。ESG施策の進展を図りつつ、持続的
発展を目指した空港づくりを進めてまいり
ます。

※クレジット制度の活用をせずに、再生可能エネルギーの導入などにより排出量を削減したうえで、
　植林による吸収をはじめとした方法で相殺し、CO₂排出量を実質ゼロにすること

7月17日（土）～8月6日（金）
第2ターミナル2階国内線連絡通路
（最終日は13時ごろまで）
8月7日（土）～8月25日（水）
航空科学博物館内
8月26日（木）～9月14日（火）
第1ターミナル中央ビル5階NAAアートギャラリー
（最終日は15時ごろまで）

● 書道の部 140点
● 絵画の部 112点

［概 要］
● NAAグループが排出するCO₂を2015年度比で30％削減します
● 成田空港から排出されるCO₂を2015年度比で
　発着回数1回あたり30%削減します
● NAAの「ネクストアクション」を定めてCO₂削減を推進します
● 更なる機能強化における環境負荷低減の取り組みを推進します

● NAAグループが排出するCO₂をネットゼロ※にします
● 成田空港から排出されるCO₂を2015年度比で50％削減します

2030年度
目標
（中期）

2050年度
目標
（長期）

NARITA HEADLINE 成田空港の最新情報をお届け!

テイクアウト特集テイクアウト特集
「N.PASS」を活用すると
駐車場代が無料に！ 
ぜひご活用ください！

ロースかつ弁当
1,060円（税込）

契約栽培された小麦を食べて
育った「三元麦豚」を一定温度で
熟成。臭みがなく、旨味たっぷり
のロースを使用した、人気メ
ニューをぜひご賞味あれ。

とんかつ新宿さぼてん
第1ターミナル中央ビル4階

職人の手で一枚ずつ手切りされた
牛たんは、厚みがありながらも柔
らか。絶妙な塩加減で、たんの旨
味がより一層引き立ちます。牛
テールスープとの相性もバツグン！

仙臺たんや利久
第3ターミナル本館2階

牛たん6切弁当
（テールスープ付き）
牛たん6切弁当
（テールスープ付き）

1,782円（税込）

詳細はP8をチェック！

飛行機を見ながらご飯を食べよう！

取り組み

1

取り組み

2

1967年創業、本格中華料理店
「謝朋殿」の伝統料理。海鮮・肉・
野菜がたっぷり入ったまろやか
なあんを、焼き目のついた麺に
絡めて食べればまさに絶品です。

五目あんかけ焼きそば

謝朋殿 
第2ターミナル本館4階

700円（税込）
農薬・化学肥料を一切使わず、
天然水だけで栽培した「佐倉き
のこ園」の長生き椎茸を贅沢に
トッピング。肉厚ジューシーな
食感を心ゆくまで堪能できます。

京成友膳 
第1ターミナル中央ビル4階

長生き椎　天丼
600円（税込）

成田空港内で味わえる、おすすめテイクアウトメニューをご紹介。 
旅のわくわく感を思い出しながら、お食事をお楽しみください！

※7月9日時点の情報です。※各店舗の営業時間は成田国際空港公式WEBサイトをご確認ください。

展望・見学デッキ
情報は
こちらから！

　　　　　　　　空港予習冊子
「なりたくうこうから　りょこうへいこう！」
CHECK！CHECK！

世界中で長期的なCO2排出量削減に向けた取り組みが進む中、成田
空港が中長期的に成長発展していくためには、脱炭素化をはじめESG
に配慮した持続可能な空港づくりを進める必要があります。新たに設
置されたサステナビリティ推進室を中心にステークホルダーの皆様と
の連携を一層強化し、各種施策を着実に実施してまいります。

成田国際空港株式会社　執行役員 吉田 昭二
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成田空港といえば、日本　最大の国際拠点空港ですが

  それ以外にも知ら　れざる事実がたくさん！
  空港マニアも必見の、成田空港　にまつわるトリビアをご紹介します。

Q.1 Q.2 Q.3

〝顔パス〟でラクラク搭乗手続き
非接触・非対面で旅が安心・快適に！
　7月から、顔認証技術を活用した新たな「Face Express」がスタート予定。国際
線自動チェックイン機など、空港での最初の搭乗手続きで顔画像も登録。その後
の手続きでパスポートや搭乗券を提示する必要がなくなり、搭乗ゲートでは “顔パ
ス”で通過できるようになります。高精度の認証技術で「なりすまし」を防ぐほか、手
続き時の接触リスクも軽減。また各所で要した時間が短縮され、空港で過ごす時
間がより有意義に。旅のはじまりが、安心・安全・快適なひとときになります。

搭乗手続き編成田エボリューション

多くの世界中のVIPが成田空港をビ
ジネスジェットでご利用されます。そ
のため、保安検査や出入国管理もプ
ライベートで行える施設をご用意し、
短時間での手続きが可能に。1回の利
用料金はなんと、税抜250,000円！ 
さすがＶＩＰ！

「Face Express」の
スマートな搭乗の様子は

WEBで！

正解は・・・青色は空、赤色は大地
陸上のトラックのような仕様になっている第２ター
ミナル⇄第３ターミナル間の連絡通路の色にも意
味があります。青色は空をイメージした出発動線、
赤色は大地をイメージした到着動線です。

正解は・・・③３本
成田空港内にあるタワーは、管制塔、ランプセント
ラルタワー、ランプイーストの合計３本。特に冬の
空気が澄んだ日に、富士山やスカイツリーを見るこ
とができます。

正解は・・・③3ヵ所
第1ターミナル中央ビル5階に1ヵ所、第2ターミナル本
館4階に2ヵ所あります。第1ターミナルではA滑走路を
一望でき、デッキの柵にある穴からカメラレンズを出せ
ば、柵に邪魔されずに航空機を撮影できます。望遠鏡で
は迫力ある離発着シーンをぜひご覧ください。

サービスの利用登録は、自動チェックイン機のほか、
自動手荷物預け機・保安検査場の入口でも可能です。

「Face Express」のロゴマーク

株式会社ZIPAIR Tokyo（ブランド名：
ZIPAIR/ジップエア）は、日本航空株
式会社の100%出資によって設立さ
れた、日本初の中長距離国際線LCC
です。成田国際空港を拠点とし、2020
年10月より旅客便の運航を開始しまし
た。現在は、成田からソウル（仁川）、バ
ンコク（スワンナプーム）、ホノルルへの
各路線を運航中です。

青い海と空を背景に約3kmに渡るワイキキ
ビーチと、立ち並ぶホテル群はハワイ・ホノル
ルの象徴的な風景となっています。ビーチ沿
いには多くの有名レストランやバーが並び、大
人から子どもまで楽しめる定番スポットです。

全米ベストビーチにも選ばれたことの
あるハナウマ湾は透明度がとても高
く、サンゴ礁と色とりどりの魚が見られ
るシュノーケリングが楽しめます。

AIRLINE COLLECTION 成田空港に就航している航空会社を紹介！

おすすめ
スポット

ハナウマ湾

就航先紹介

エアライン
コレクション

ハワイ（アメリカ合衆国）

成田空港に展望・見学デッキは
全部で何ヵ所あるでしょうか？
① 1ヵ所　② 2ヵ所　③ 3ヵ所

成田空港内にタワーは
何本立っているでしょうか？
① １本　② ２本　③ ３本

開港当時の成田空港の名称は、「新東京国際空港」
でした。羽田空港の正式名称が「東京国際空港」で
あったことから、新たに首都圏に整備される空港と
いうことで、「新東京国際空港」と名付けられました。

新東京国際空港！？
空港用化学消防車は、一般的な消防車の約2倍の大き
さにもかかわらず、時速100km以上のスピードで走
行できます。中でもアメリカメーカーであるオシュコ
シュ社製の消防車は、車両上部に備え付けられた放水
銃を運転席から操作して、隊員が近づけない場所でも
ピンポイントで放水ができ、さらに航空機に針状のノ
ズルを刺し、直接機内の火災を消火することもできま
す。そんな最強の消防車を、国内で初めて導入したの

が成田空港です。

警備・清掃を行うロボット、空港での顔画像の登録で、搭乗手続きを“顔パス”
できるFace Express（事前登録不要）、保安検査場入口で有効な搭乗券の
所持を自動で確認する旅客通過確認システム（PRS）、高性能のX線検査装置
とトレーの自動搬送システムを組み合わせることによって保安検査をより高度
かつスムーズにするスマートレーン、航空機に自動で着脱できる搭乗橋（ＰＢ
Ｂ）など、空港内のさまざまな設備の自動化・ＩＴ化が進められています。

成田空港を利用されるお客様の数は年間で約4,148
万人（2019年度実績）。東京ディズニーリゾートで約
3,000万人（2019年度実績）なので、とても多くのお
客様にご利用いただいていることがわかります。

成田空港のランプエリア（駐機場付近のエリア）は走
行経路が複雑になっているため、航空管制官の他、
特別に空港会社の社員が「ランプコントローラー」
として、飛行機がより効率的かつ安全に走行でき
るよう誘導しています。そのような運用をしている
のは、国内では成田空港だけです。

規格外の大きな手荷物がある時
は、「長大手荷物検査場」という
専門のカウンターに持っていけ
ば手続きが可能です。旅行先に
スキー用品など、大型の荷物を
持っていく方の役に立つはず！

第２ターミナルの「エミレーツラウンジ」には、
東京、シドニー、ニューヨーク、ドバイ、ＧＭＴ
（グリニッジ標準時）、それぞれの時刻を知ら
せるロレックスの壁掛け時計が５つ飾られ
ています。なんともゴージャス！

NARITA Quiz
第２ターミナル⇄第３ターミナル間の

連絡通路の色は
何を表しているでしょうか？
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年間の利用客数は　　 

東京ディズニーリゾート  
 　　　　　超え！？

紹介してくれた人 》》》 ZIPAIR 客室乗務員　清水 杏奈さん

知識を深める厳選3問にチャレンジ！
実際に成田空港に
遊びに行って

確かめてみよう！

成田空港の
ホントに迫る！
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成田空港といえば、日本　最大の国際拠点空港ですが

  それ以外にも知ら　れざる事実がたくさん！
  空港マニアも必見の、成田空港　にまつわるトリビアをご紹介します。

Q.1 Q.2 Q.3

〝顔パス〟でラクラク搭乗手続き
非接触・非対面で旅が安心・快適に！
　7月から、顔認証技術を活用した新たな「Face Express」がスタート予定。国際
線自動チェックイン機など、空港での最初の搭乗手続きで顔画像も登録。その後
の手続きでパスポートや搭乗券を提示する必要がなくなり、搭乗ゲートでは “顔パ
ス”で通過できるようになります。高精度の認証技術で「なりすまし」を防ぐほか、手
続き時の接触リスクも軽減。また各所で要した時間が短縮され、空港で過ごす時
間がより有意義に。旅のはじまりが、安心・安全・快適なひとときになります。

搭乗手続き編成田エボリューション

多くの世界中のVIPが成田空港をビ
ジネスジェットでご利用されます。そ
のため、保安検査や出入国管理もプ
ライベートで行える施設をご用意し、
短時間での手続きが可能に。1回の利
用料金はなんと、税抜250,000円！ 
さすがＶＩＰ！

「Face Express」の
スマートな搭乗の様子は

WEBで！

正解は・・・青色は空、赤色は大地
陸上のトラックのような仕様になっている第２ター
ミナル⇄第３ターミナル間の連絡通路の色にも意
味があります。青色は空をイメージした出発動線、
赤色は大地をイメージした到着動線です。

正解は・・・③３本
成田空港内にあるタワーは、管制塔、ランプセント
ラルタワー、ランプイーストの合計３本。特に冬の
空気が澄んだ日に、富士山やスカイツリーを見るこ
とができます。

正解は・・・③3ヵ所
第1ターミナル中央ビル5階に1ヵ所、第2ターミナル本
館4階に2ヵ所あります。第1ターミナルではA滑走路を
一望でき、デッキの柵にある穴からカメラレンズを出せ
ば、柵に邪魔されずに航空機を撮影できます。望遠鏡で
は迫力ある離発着シーンをぜひご覧ください。

サービスの利用登録は、自動チェックイン機のほか、
自動手荷物預け機・保安検査場の入口でも可能です。

「Face Express」のロゴマーク

株式会社ZIPAIR Tokyo（ブランド名：
ZIPAIR/ジップエア）は、日本航空株
式会社の100%出資によって設立さ
れた、日本初の中長距離国際線LCC
です。成田国際空港を拠点とし、2020
年10月より旅客便の運航を開始しまし
た。現在は、成田からソウル（仁川）、バ
ンコク（スワンナプーム）、ホノルルへの
各路線を運航中です。

青い海と空を背景に約3kmに渡るワイキキ
ビーチと、立ち並ぶホテル群はハワイ・ホノル
ルの象徴的な風景となっています。ビーチ沿
いには多くの有名レストランやバーが並び、大
人から子どもまで楽しめる定番スポットです。

全米ベストビーチにも選ばれたことの
あるハナウマ湾は透明度がとても高
く、サンゴ礁と色とりどりの魚が見られ
るシュノーケリングが楽しめます。

AIRLINE COLLECTION 成田空港に就航している航空会社を紹介！

おすすめ
スポット

ハナウマ湾

就航先紹介

エアライン
コレクション

ハワイ（アメリカ合衆国）

成田空港に展望・見学デッキは
全部で何ヵ所あるでしょうか？
① 1ヵ所　② 2ヵ所　③ 3ヵ所

成田空港内にタワーは
何本立っているでしょうか？
① １本　② ２本　③ ３本

開港当時の成田空港の名称は、「新東京国際空港」
でした。羽田空港の正式名称が「東京国際空港」で
あったことから、新たに首都圏に整備される空港と
いうことで、「新東京国際空港」と名付けられました。

新東京国際空港！？
空港用化学消防車は、一般的な消防車の約2倍の大き
さにもかかわらず、時速100km以上のスピードで走
行できます。中でもアメリカメーカーであるオシュコ
シュ社製の消防車は、車両上部に備え付けられた放水
銃を運転席から操作して、隊員が近づけない場所でも
ピンポイントで放水ができ、さらに航空機に針状のノ
ズルを刺し、直接機内の火災を消火することもできま
す。そんな最強の消防車を、国内で初めて導入したの

が成田空港です。

警備・清掃を行うロボット、空港での顔画像の登録で、搭乗手続きを“顔パス”
できるFace Express（事前登録不要）、保安検査場入口で有効な搭乗券の
所持を自動で確認する旅客通過確認システム（PRS）、高性能のX線検査装置
とトレーの自動搬送システムを組み合わせることによって保安検査をより高度
かつスムーズにするスマートレーン、航空機に自動で着脱できる搭乗橋（ＰＢ
Ｂ）など、空港内のさまざまな設備の自動化・ＩＴ化が進められています。

成田空港を利用されるお客様の数は年間で約4,148
万人（2019年度実績）。東京ディズニーリゾートで約
3,000万人（2019年度実績）なので、とても多くのお
客様にご利用いただいていることがわかります。

成田空港のランプエリア（駐機場付近のエリア）は走
行経路が複雑になっているため、航空管制官の他、
特別に空港会社の社員が「ランプコントローラー」
として、飛行機がより効率的かつ安全に走行でき
るよう誘導しています。そのような運用をしている
のは、国内では成田空港だけです。

規格外の大きな手荷物がある時
は、「長大手荷物検査場」という
専門のカウンターに持っていけ
ば手続きが可能です。旅行先に
スキー用品など、大型の荷物を
持っていく方の役に立つはず！

第２ターミナルの「エミレーツラウンジ」には、
東京、シドニー、ニューヨーク、ドバイ、ＧＭＴ
（グリニッジ標準時）、それぞれの時刻を知ら
せるロレックスの壁掛け時計が５つ飾られ
ています。なんともゴージャス！

NARITA Quiz
第２ターミナル⇄第３ターミナル間の

連絡通路の色は
何を表しているでしょうか？

（4） くうこうだより  2021  夏号 くうこうだより  2021 （号夏 5）

約4,148万人
巨
大
な

手
荷
物
だ
っ
て
、

　
輸
送
で
き
る
！？

夏休みの

自由研究
にも！

 

Ｖ
Ｉ
Ｐ
専
用
の

ビ
ジ
ネ
ス
ジ
ェ
ッ
ト

　
　
　
施
設
が
あ
る
！

空港内では最先端
テクノロジーが大活躍！

　
ラ
ウ
ン
ジ
内
に

ロ
レ
ッ
ク
ス
の

　
　
壁
掛
け
時
計
！？

　元々は

「成田国際空港」
ではなかった！？

国
内
初
の

最
強
の
消
防
車
を

　
　
保
有
！

大研究空港 
08   

飛
行
機
の
走
行
を

 
誘
導
す
る

 
社
員
が
い
る
！

成田
トリビア

成田
トリビア

成田
トリビア

成田
トリビア

成田
トリビア

成田
トリビア

成田
トリビア

0成田トリビア
年間の利用客数は　　 

東京ディズニーリゾート  
 　　　　　超え！？
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今行きたい 香取市 「恋する豚研究所 FLAGSHIP STORE」

自然に囲まれて健やかに育った
こだわりの豚と出会
2012年2月9日（肉の日）にオープンした「恋する豚研究所」は、
精肉やベーコン、ハムなどの製造・販売とレストランの運営をする複合施設です。
見て、食べて、“おいしい豚のある暮らし”をまるごと体感してみよう！

千葉県香取市沢2459番1
【TEL】0478-70-5115
【営業時間】11:00～18:00
（飲食ラストオーダー：14:30）
【休日】年中無休（年末年始を除く）
【HP】https://www.koisurubuta.com/

恋する豚研究所  FLAGSHIP STORE

香取市

開催中～8/1（日） 8：00～16：30 ※期間中無休
園内では300品種以上のはすを栽培。
千枚以上の花弁がある千弁蓮、小ぶり
な碗蓮など、珍しい品種も豊富です。
イベント期間中は舟巡りが毎日巡行。
舟の上から、間近にはすの美しさと香り
が楽しめます。入園料600円（大人）。

［ 水郷佐原あやめパーク ］
TEL : 0478-56-0411

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 ！

芝山古墳・はにわ博物館
常設展示室リニューアル
4月1日（木）にリニューアルオープンし、
殿塚・姫塚地域で出土したはにわが集
結！　武人、巫女、馬、魚など、さまざまな
姿のはにわが一堂に会します。入館料
200円（大人）。芝山町在住者・通勤者は、
9月30日（木）まで入館料無料です。

芝山町

［ 芝山町立芝山古墳・はにわ博物館 ］
TEL : 0479-77-1828

店主：香取 紗也加さん

「豚が恋をすると、なんとなく幸せで、すこやかで、お
いしく育つのではないか」。そのような想いから育て
られたブランド豚です。肥育をしている在田農場に
は50年以上の養豚のノウハウがあり、エサや育て方
にこだわっています。「恋する豚」の豚肉は、おいしく
てヘルシーで、臭みが少ないのが特徴です。

CHECK

EVENT

おいしいものを提供すること
はもちろん、豚の新しい食べ
方なども発信しています。食
事とあわせて栗源地区の里山
を散策していただければ、よ
り地域の魅力を知っていただ
けると思います。

都心からは車で1時間弱、最寄り
駅の「成田空港第2ビル駅」から
は車で約20分。1階は製造工場、
2階がレストランになっています。
「恋する豚」の精肉やハムなどは
オンラインでも購入可能です。

ACCESS

（6） くうこうだより  2021  夏号 

旅客ハンド
リング業務

「空の玄関口」である成田空港では、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２回は、成田空港で国際線カウンターの旅客
ハンドリング業務に携わる、佐藤梨奈さんを主人公に紹介します。

株式会社JALスカイ 成田事業所
空港オペレーション第３部

佐藤 梨奈さん
さとう　   りな

くうこうだより  2021 （号夏 7）

国際線カウンターでの旅客ハンド
リングを担当。2021年4月～6月、
空港の仕事に加え成田市役所の仕
事を二足の草鞋で従事していた。

2011年にJALスカイに入社して以来、空港
での業務に携わってきました。コロナ禍で働
き方が変わり、期限付きで成田市役所での
勤務が決まった時、初めは業務がうまくでき
るか不安に思うことも……。しかし、任せてい
ただいた教育関連書類の英語翻訳は、日ご
ろ使う空港英語との違いはあるものの、自分

の語学力を活かせる仕事だったので、自信を
持って取り組むことができました。
東京2020オリンピック・パラリンピック競技
大会が開催されることになれば、私たちの出
番です。しっかりとおもてなしをして、たくさ
んの方々に日本のよさを感じていただきた
い。それが今の私の大きな目標です。

成田空港で働く
スタッフの情熱に迫る！

空港業務で培った語学力を

他職種に活かせたことが自信に

第2回

はす祭り

自社で開発・製造するエサは、パンの耳や割れた
ビスケット、落花生の搾りかすなどに乳酸菌や麹
を加えて発酵。このエサを食べた豚は病気に強
くなるだけでなく、腸内環境が
整うことで豚肉特有の臭みが少
なくなります。

窓を覗くとリアルタイムで
豚肉を扱っているシーンを
見ることができます。豚の
加工工程から命の尊さを学
べます。

１階　豚肉の製造工場

FLAGSHIP STORE前の広
場では、ご家族や友人と豊
かな自然の中で過ごせま
す。ござや遊具もそろって
いるのでゆっくりとくつろ
ぎながら楽しめます。

芝の広場

お店で取り扱う商品は、すべて
スタッフ自ら試食しておいしい
と感じたものだけ。機内食メー
カーであるゲートグルメジャ
パンと共同開発した「TABLE 
DELI」も販売中（写真）。

おすすめ商品

毎年人気の冷しゃぶ定食を今年もご用意。「恋する豚のしゃぶ
しゃぶ定食」同様に、もも肉とバラ肉を使用しています。季節の
野菜とともに豚肉の旨みを味わえる一品です。

旬の野菜をふんだんに使い、目で見て口にして季節を感じられ
る定食です。ハンバーグのタネは一切つなぎを使わず、玉ね
ぎ、ナツメグ、塩、コショーで作っています。ヒノキのせいろで蒸
し上げるので、ふんわりとした食感に。

ジュレでぷるぷる冷しゃぶ定食
1,628円（税込）

８種の野菜と恋する豚の
スチームハンバーグ定食
1,628円（税込）

ロース肉に、味付けはシンプルに塩、コショーのみ。塩は千葉県
九十九里浜で作られたものを使用しています。豚肉本来の甘
みが感じられる一品。ジューシーな旨みを逃がさず焼き上げ、
噛むほどに味わいが溢れ出てきます。

脂身が少ない赤身のもも肉、脂の甘さをしっかり感じられるバ
ラ肉を使用。野菜は地元農家から仕入れ、中でも無農薬のほう
れん草、水菜はえぐみが少なく生で食べてもおいしさバツグ
ン。季節ごとに1種類野菜が変わっているのもポイントです。

恋する豚のロース肉塩コショー焼き定食
1,518円（税込）

恋する豚のしゃぶしゃぶ定食
1,628円（税込）

こんなところもオススメ！

「恋する豚」ってなに？ エサへのこだわり

施設内のレストランで
「恋する豚」を使った
メニューが食べられます。

最新情報は各市町にお問い合わせください。

※稼働していない場合も
　あります。

夏季
限定

「TABLE DELI」は全4種。左から「千葉の玉ねぎとニンジンごろごろ 
ごちそうトマトシチュー」、「ふっくらしっとり 豚100%のハンバーグ」、
「ゆずとレモン香る とろうま角煮」、「やみつきマスタードソースの ロー
ストポーク」。

仕事のやりがいは、お客様が笑顔で
空の旅に出られる姿を見たり、
私たちのサービスに対して
直接感謝の言葉をいただけたりすること。
何よりの喜びにつながっています。

大雪の影響で
航空機をはじめとする
すべての交通機関が
ストップしてしまったときも、
仲間と協力しあったからこそ、
振替便の手配、空席予約などが
いち早く行えました。

何よりも大切なのがチームワーク。仲間と密に
コミュニケーションを取りながら、安全運航・
定時運航を守るのが私たちの役割です。

市役所では、主に小中学校の転出入関係の書類の英語翻訳や
データ入力などを行いました。
日ごろから英語を使うことに慣れていたので、
市役所の業務に活かすことができました。

直接お客様と接する機会は減りましたが、
対応マニュアルを見直したり、
研修を受けたりなどテレワークでできる
スキルアップを行っています。

データ入力 翻訳

education

教育

ただ共通していえるのは、一つひとつ確実に、
ミスのないように取り組む姿勢を
大切にしていること。これまでと違う仕事、
働き方を経験することで
自分自身の視野が広がったように感じます。

空港での業務とは異なり、
お客様と接する機会はありませんが、
私が手掛けた書類が成田市民のみなさんの
お役に立てていると感じると、励みになりました。

市民のみなさんのために

まだまだ航空業界は厳しい状況が続きますが、
だからこそ前を向き、今の自分にできることを
積極的に行っていきたいです！

私は主に国際線カウンターでの
チェックインやご案内、
発券などを担当しています。

そして、さらに大きな変化が！
期間限定で空港の仕事と成田市役所の仕事を
兼務することになりました。

しかし、新型コロナウイルス感染症の流行により、
世の中は旅行に行けない状態に…。
私たちの働き方も大きく変わりました。

TELEWORK

TEAMWORK！
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JALスカイでは

初の試み！

これからも

いろんなことに

挑戦します！

快適な

空の旅を！
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【HP】https://www.koisurubuta.com/

恋する豚研究所  FLAGSHIP STORE

香取市

開催中～8/1（日） 8：00～16：30 ※期間中無休
園内では300品種以上のはすを栽培。
千枚以上の花弁がある千弁蓮、小ぶり
な碗蓮など、珍しい品種も豊富です。
イベント期間中は舟巡りが毎日巡行。
舟の上から、間近にはすの美しさと香り
が楽しめます。入園料600円（大人）。

［ 水郷佐原あやめパーク ］
TEL : 0478-56-0411

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 ！

芝山古墳・はにわ博物館
常設展示室リニューアル
4月1日（木）にリニューアルオープンし、
殿塚・姫塚地域で出土したはにわが集
結！　武人、巫女、馬、魚など、さまざまな
姿のはにわが一堂に会します。入館料
200円（大人）。芝山町在住者・通勤者は、
9月30日（木）まで入館料無料です。

芝山町

［ 芝山町立芝山古墳・はにわ博物館 ］
TEL : 0479-77-1828

店主：香取 紗也加さん

「豚が恋をすると、なんとなく幸せで、すこやかで、お
いしく育つのではないか」。そのような想いから育て
られたブランド豚です。肥育をしている在田農場に
は50年以上の養豚のノウハウがあり、エサや育て方
にこだわっています。「恋する豚」の豚肉は、おいしく
てヘルシーで、臭みが少ないのが特徴です。

CHECK

EVENT

おいしいものを提供すること
はもちろん、豚の新しい食べ
方なども発信しています。食
事とあわせて栗源地区の里山
を散策していただければ、よ
り地域の魅力を知っていただ
けると思います。

都心からは車で1時間弱、最寄り
駅の「成田空港第2ビル駅」から
は車で約20分。1階は製造工場、
2階がレストランになっています。
「恋する豚」の精肉やハムなどは
オンラインでも購入可能です。

ACCESS

（6） くうこうだより  2021  夏号 

旅客ハンド
リング業務

「空の玄関口」である成田空港では、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２回は、成田空港で国際線カウンターの旅客
ハンドリング業務に携わる、佐藤梨奈さんを主人公に紹介します。

株式会社JALスカイ 成田事業所
空港オペレーション第３部

佐藤 梨奈さん
さとう　   りな

くうこうだより  2021 （号夏 7）

国際線カウンターでの旅客ハンド
リングを担当。2021年4月～6月、
空港の仕事に加え成田市役所の仕
事を二足の草鞋で従事していた。

2011年にJALスカイに入社して以来、空港
での業務に携わってきました。コロナ禍で働
き方が変わり、期限付きで成田市役所での
勤務が決まった時、初めは業務がうまくでき
るか不安に思うことも……。しかし、任せてい
ただいた教育関連書類の英語翻訳は、日ご
ろ使う空港英語との違いはあるものの、自分

の語学力を活かせる仕事だったので、自信を
持って取り組むことができました。
東京2020オリンピック・パラリンピック競技
大会が開催されることになれば、私たちの出
番です。しっかりとおもてなしをして、たくさ
んの方々に日本のよさを感じていただきた
い。それが今の私の大きな目標です。

成田空港で働く
スタッフの情熱に迫る！

空港業務で培った語学力を

他職種に活かせたことが自信に

第2回

はす祭り

自社で開発・製造するエサは、パンの耳や割れた
ビスケット、落花生の搾りかすなどに乳酸菌や麹
を加えて発酵。このエサを食べた豚は病気に強
くなるだけでなく、腸内環境が
整うことで豚肉特有の臭みが少
なくなります。

窓を覗くとリアルタイムで
豚肉を扱っているシーンを
見ることができます。豚の
加工工程から命の尊さを学
べます。

１階　豚肉の製造工場

FLAGSHIP STORE前の広
場では、ご家族や友人と豊
かな自然の中で過ごせま
す。ござや遊具もそろって
いるのでゆっくりとくつろ
ぎながら楽しめます。

芝の広場

お店で取り扱う商品は、すべて
スタッフ自ら試食しておいしい
と感じたものだけ。機内食メー
カーであるゲートグルメジャ
パンと共同開発した「TABLE 
DELI」も販売中（写真）。

おすすめ商品

毎年人気の冷しゃぶ定食を今年もご用意。「恋する豚のしゃぶ
しゃぶ定食」同様に、もも肉とバラ肉を使用しています。季節の
野菜とともに豚肉の旨みを味わえる一品です。

旬の野菜をふんだんに使い、目で見て口にして季節を感じられ
る定食です。ハンバーグのタネは一切つなぎを使わず、玉ね
ぎ、ナツメグ、塩、コショーで作っています。ヒノキのせいろで蒸
し上げるので、ふんわりとした食感に。

ジュレでぷるぷる冷しゃぶ定食
1,628円（税込）

８種の野菜と恋する豚の
スチームハンバーグ定食
1,628円（税込）

ロース肉に、味付けはシンプルに塩、コショーのみ。塩は千葉県
九十九里浜で作られたものを使用しています。豚肉本来の甘
みが感じられる一品。ジューシーな旨みを逃がさず焼き上げ、
噛むほどに味わいが溢れ出てきます。

脂身が少ない赤身のもも肉、脂の甘さをしっかり感じられるバ
ラ肉を使用。野菜は地元農家から仕入れ、中でも無農薬のほう
れん草、水菜はえぐみが少なく生で食べてもおいしさバツグ
ン。季節ごとに1種類野菜が変わっているのもポイントです。

恋する豚のロース肉塩コショー焼き定食
1,518円（税込）

恋する豚のしゃぶしゃぶ定食
1,628円（税込）

こんなところもオススメ！

「恋する豚」ってなに？ エサへのこだわり

施設内のレストランで
「恋する豚」を使った
メニューが食べられます。

最新情報は各市町にお問い合わせください。

※稼働していない場合も
　あります。

夏季
限定

「TABLE DELI」は全4種。左から「千葉の玉ねぎとニンジンごろごろ 
ごちそうトマトシチュー」、「ふっくらしっとり 豚100%のハンバーグ」、
「ゆずとレモン香る とろうま角煮」、「やみつきマスタードソースの ロー
ストポーク」。

仕事のやりがいは、お客様が笑顔で
空の旅に出られる姿を見たり、
私たちのサービスに対して
直接感謝の言葉をいただけたりすること。
何よりの喜びにつながっています。

大雪の影響で
航空機をはじめとする
すべての交通機関が
ストップしてしまったときも、
仲間と協力しあったからこそ、
振替便の手配、空席予約などが
いち早く行えました。

何よりも大切なのがチームワーク。仲間と密に
コミュニケーションを取りながら、安全運航・
定時運航を守るのが私たちの役割です。

市役所では、主に小中学校の転出入関係の書類の英語翻訳や
データ入力などを行いました。
日ごろから英語を使うことに慣れていたので、
市役所の業務に活かすことができました。

直接お客様と接する機会は減りましたが、
対応マニュアルを見直したり、
研修を受けたりなどテレワークでできる
スキルアップを行っています。

データ入力 翻訳

education

教育

ただ共通していえるのは、一つひとつ確実に、
ミスのないように取り組む姿勢を
大切にしていること。これまでと違う仕事、
働き方を経験することで
自分自身の視野が広がったように感じます。

空港での業務とは異なり、
お客様と接する機会はありませんが、
私が手掛けた書類が成田市民のみなさんの
お役に立てていると感じると、励みになりました。

市民のみなさんのために

まだまだ航空業界は厳しい状況が続きますが、
だからこそ前を向き、今の自分にできることを
積極的に行っていきたいです！

私は主に国際線カウンターでの
チェックインやご案内、
発券などを担当しています。

そして、さらに大きな変化が！
期間限定で空港の仕事と成田市役所の仕事を
兼務することになりました。

しかし、新型コロナウイルス感染症の流行により、
世の中は旅行に行けない状態に…。
私たちの働き方も大きく変わりました。

TELEWORK

TEAMWORK！
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JALスカイでは

初の試み！

これからも

いろんなことに

挑戦します！

快適な

空の旅を！



印西市在住の４人家族。結愛ちゃん（6歳）、
遥大くん（4歳）は、元気いっぱいの仲良し姉
弟。広い公園で自転車に乗るのが大好き。
家族でよくお買い物にも出かけるそう。

今号のモデルは
椎木さんファミリー！

香取市の里山に囲まれた
豊かな自然を味わう
恋する豚研究所　
FLAGSHIP STORE
成田空港から車で約20分に位置する、お
いしい豚肉メニューが食べられる複合施
設です。食事だけでなく近くの里山を歩い
たり、湧水を飲んだり、香取市の自然を味
わいつくせます。

千葉県香取市沢2459番1

成田空港公式SNS配信中！
フォローお待ちしています！

くうこうだより
公式Webサイト

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】

★
成田国際空港

詳しくは、P6へ

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夏号（2021年7月9日発行）［vol.127］ 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～Fの枠の中に入る文字を順に並べてできる言葉は？

【2021新春号の答】えこふおと（エコフォト）

えあぽーとクロスワード

正解者の中から抽選で
以下グッズ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
8月6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 

右記からご応募くだ
さい。

タテ の カギ

俳句にいれる、季節を感じさせる言葉。
成田空港線の愛称は「成田○○○アクセス」
空港で、発着ロビーなどの施設がある建物。
北米のナイアガラは、大きなこれで有名です。
朝はモーニング。夜は？
おおきい。小を兼ねるとか。
スプリングの次に来る季節は？
検査、試験。安全な飛行のために繰り返すもの。
双方に優劣がない。○○と○○の勝負だ。
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3
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ヨコ の カギ

●開館32周年記念日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8月1日（日）
●ゴム動力飛行機教室・・・・・・・・・・・8月13日（金）～15日（日）

●航空無線通信士受験者のための
  「無線工学」攻略セミナー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7月18日（日）

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に伴い、7月13日（火）～
9月8日（水）の期間において、各ターミナルにおける路線バス乗降場、ターミナル
周辺の道路での運用変更が発生いたします（一部期間のみの変更を含む）。
最新情報は成田国際空港公式WEBサイトをご確認ください。

成田空港の周辺地域（空港の敷地・区域や、その周辺約300ｍの地域）の
上空では、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の
禁止に関する法律」により、重さや大きさにかかわらず、原則として小型無
人機（ドローン）などを飛行させることが禁止されています。飛行させる場
合は、成田国際空港株式会社の同意、千葉県公安委員会などへの事前通
報といった各種手続きが必要です。
同意なく飛行させた場合、警察官などによる退去命令や飛行妨害などの
措置対象となり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる
ことがあります。
また、正当な理由なく空港内へドローンなどを持ち込むことも「成田国際
空港管理規程」にて禁止されています。
空港の安全確保のため、空港内および空港周辺で飛行しているドローン
などを発見した場合、または飛行させようとしている人を発見した場合は、
速やかに警察（110番）へ通報していただきますよう、皆さまのご協力をお
願いいたします。
その他、空港周辺以外の空域においても、航空法によってドローンなどの
飛行が規制されている場合がありますのでご注意ください。

応募方法

ハガキから

二次元コードから

※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

夏休み
イベント

航空科学博物館は、
8月中は毎日開館！
ご家族でぜひお越しください。

【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。
Web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！

航空科学博物館
割 引 券

（コピー不可）くうこうだより2021 夏号

有効期限 2021年8月31日（火）
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

・ストラップ2本
・ステッカー1枚

※いずれか1種類をプレゼント

飛行機のボディ、胴体部分のこと。
さあ、行こう。レッツ・○○!
ビーチの白い○○の上を歩く。
読み札と取り札で遊びます。
今より将来。○○○のために環境保護を。
球体はボール。では、立方体は？
うまい。ゴルフで叫ぶ「○○○ショット！」
高知県の旧国名は？
独眼竜と称された戦国大名は、○○政宗。
私の子どもの子ども。
○○の世代によい地球を残す。
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おトクに成田空港ショッピング！

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

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）

対　象

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

（8） くうこうだより  2021  夏号 

成田空港　N.PASS 検索

企画展
●空気の流れとスポーツ・・・・・・・・・7月2日（金）～9月26日（日）
●こうくうキッズアート展・・・・・・・・・11月2日（火）～28日（日）

※詳しくは公式HP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

※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。
　最新情報は公式HPでご確認ください。

www.aeromuseum.or.jp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

［ TEL］ 0479-78-0557

空港周辺は
ドローン飛行
禁止エリアです

成田空港周辺地域にお住まいの方に限り発行！

ご注意ください！

※9月30日（木）まで作品募集中

※要予約・有料

成田空港からのお知らせ
CHECK

「N.PAS
S」で

芝生の上でのんびりタイム
♪

自然がいっぱいの広場で

家族みんなで過ごせます！

お出かけ
スポット

 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  AIRPORT

2 0 2 1

夏号

ZIPAIR
グッズ
6名様

最新情報は成田国際空港公式
WEBサイトまたは各関係機関
WEBサイトをご確認ください。

恋豚
TABLE DELI
4名様

04

06

07

02 NARITA HEADLINE

エコフォトギャラリー2021 作品募集中！

テイクアウト特集

「カームダウン・クールダウン」を
全ターミナルの出発手続き後エリアに
設置しています！

第36回成田空港周辺児童書道・絵画展
入賞作品展示のお知らせ

サステナブル・エアポートの実現に向けて、
取り組み加速中！

成田空港のホントに迫る！ 
空港 大研究

「恋する豚研究所 FLAGSHIP STORE 」
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 


