
慎悟さん、明日恵さん、いとちゃん（4歳）、音
ちゃん（2歳）の4人家族。成田市在住でボン
ベルタ成田のキッズパークがお気に入り。東
京ディズニーランドも大好きです。

今号のモデルは
佐瀬さんファミリー！

地元のおいしいが味わえる、
富里市初の
観光・交流拠点施設！
末廣農場
成田空港から車で約20分。スイカや卵な
ど富里市の農産物の販売やそれらを使っ
た料理を提供しています。国登録有形文
化財「旧岩崎家末廣別邸」も隣にあり、
富里の魅力を満喫できます。

千葉県富里市七栄650番地206

成田空港公式SNS
成田空港の魅力を発信中！

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】 詳しくは、P6へ

新鮮な地元野菜や

アイスも食べられて、

子どもと一緒に楽しめます
！

お出かけ
スポット

NARITA  AIRPORT

2 0 2 2

夏号

くうこうだより
公式Webサイト

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。

02 NARITA HEADLINE

「成田空港滑走路横断
スペシャルバスツアー」を実施！

飛行機を見ながらサイクリング！
サイクルツーリズムプロジェクト始動！

国際航空貨物累計取扱量
7,000万トン達成！

NARITAお土産セレクション

第37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

第3ターミナル拡張で、
より便利に、より鮮やかに！！

04

06

07

スタッフ激推し！ 夏旅スポット

「末廣農場」
成田空港周辺イベント

成田空港 JOB STORY
麻薬探知犬ハンドラー

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 

 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

★
成田国際空港

※スイカの販売は、状況により終了している場合もございます。



（2） くうこうだより  2022  夏号 

飛行機を見ながらサイクリング！
サイクルツーリズム
プロジェクト始動！

　成田空港－九十九里エリアでNAAと空港周辺自治体（横芝光町、
芝山町、山武市）、千葉大学、地元サイクリスト達が連携し、エリア内
の交流人口拡大と地域活性化を目的にした「産官学民・広域連携の
サイクルツーリズムプロジェクト」が始まりました！
　成田空港のお膝元・芝山町。海へとつづく町・横芝光町。海と山の
幸に恵まれた山武市。南へ下っていけば、そこは大海原、太平洋を
のぞむ九十九里浜。
　飛行機が往来する空の下、自然豊かなエリアを巡る新たなサ
イクリングコースが誕生！ コース設定は、「歴史×空」「カフェ×川」
「グルメ×海」「空×川×海」をテーマに初級から中級、上級者向け
の4つのコースを展開。公式サイトには、コースマップや高低差
等の基本情報に加え観光情報も満載。ぜひ、一度、空港周辺サイ
クリングに出かけてみてください！

くうこうだより  2022 夏号（3）

　1978年5月20日の開港以来、我が国最大の航空物流拠点として、
国際航空貨物を取り扱ってまいりましたが、2022年4月14日に、その
累計取扱量が7,000万トンを達成しました。国際航空貨物取扱量
7,000万トンの達成は、航空貨物を取り扱う航空会社様、上屋会社
様、フォワーダー様、荷主様をはじめ、関係者の皆様のご尽力の賜物
です。これからも一大物流拠点としての機能を強化していきます。

国際航空貨物
累計取扱量

7,000万トン達成！

NARITA HEADLINE 成田空港の最新情報をお届け!

成田空港で購入できる、
手土産にぴったりな商品をご紹介。

フライト前後に限らず、
お買い物のみでも購入いただける
店舗おすすめの逸品です！

夏休
み

直前
！

　「ごまたまご」でおなじみの銀座た
まや。通常海老名サービスエリア
（下り）でしか買えない「メロンたま
ご」を成田空港で買えるのは、8月頃
まで！ 赤肉メロンのジューシーな果
肉を感じる濃厚な味わいです。

（5個入）880円＊（税込）
※11個入もございます。 

メロンたまご
東京玉子本舗

　かわいい・ステキ・おいしいプチ
フール。フルーツなどの素材を使っ
たジョリクールは7種類、それぞれ
個性豊かな味で夏のおもてなしに
ぴったり。ちいさなお菓子から生ま
れる楽しい夢をお届けします。

（８個入）864円＊（税込）
夏のジョリクール
ベルン

NARITA
みやげ （第3ターミナル 2F）

　地元千葉のお土産から、定番の東京みや
げ、老舗の逸品など、バラエティ豊かに取り
揃えたショップ。

SHOP

＊ 発行日時点の情報のため金額等変更している場合がございます。最新情報は店舗にお問い合わせください。

［営業時間］
6：00～19：00

［TEL］
0476-34-4161

4/26（火）に記念式典を開催いたしました

EVENT
第3ターミナル拡張で、
より便利に、より鮮やかに！！

NEWS

入賞作品

展示期間および会場

　今回で37回目を迎えた「成田空港周
辺児童書道・絵画展」。今年も７７校から
11,389点(書道6,244点、絵画5,145点)
と多くの作品をご応募いただき、審査の結
果、入賞作品２５２点が決定いたしました。
入賞作品は空港内や航空科学博物館内で
順次展示いたします。子どもたちの個性
あふれる素敵な作品をぜひご覧ください。

　LCC需要の増加に対応するため拡張整備を進め
ていた第３ターミナルが、４月より供用を開始しまし
た。また、アクセス通路も新たに整備し、安全性、利
便性が向上しました。今後もより多くのお客様に空
の旅を気軽に楽しんでいただけるよう努めていき
ます。どうぞご期待ください。

　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。若手社員の
メンバーが、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ました。

◀第3ターミナルへ
向かうアクセス通路
の 入 口 部 分には、
「T3」サイン型モニュ
メントを設置。ターミ
ナルをご利用の皆さ
まをお出迎えし、旅の
スタートを彩ります。

▶古着や端材を再
利用したニットアー
ティスト・蓮沼千紘
さんの作品。

　ターミナルの環境だけではなく、お客様の空港での
思い出もイキイキと鮮やかに彩りたいとの願いが込
められています。

みんなの作品を
見に来てね！

自然の中を
走ろう！

第37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

　開港記念日の翌日にあたる5月21日、「成田空港滑走路横断ス
ペシャルバスツアー」を実施しました。募集定員最大40名のとこ
ろ、673名の方からお申し込みをいただくことができました。
　お客さまが滑走路を歩くことができるツアーは、開港以来初の
試みです。他にも朝一番の便で飛来する飛行機の着陸や、ランプ
セントラルタワーからの空港の景色なども見ることができ、参加
されたお客さまに大いに成田空港を満喫していただきました。
　今後もさまざまなツアーを実施予定ですので、お楽しみに！

「成田空港滑走路横断
スペシャルバスツアー」を実施！

7月15日(金)～8月5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6日(土)～8月25日(木)
航空科学博物館内
8月26日(金)～9月14日(水)
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

EVENT

コンセプトは
「 Make Terminal3 Vivid 」

成田空港からのお知らせ❷

食べておいしい！
もらってうれしい！

成田空港からのお知らせ❶

空港内店舗の
営業時間などの
情報はこちらから！

セレクション

参加者のコメント

【公式サイト】
成田空港－九十九里サイクリング「NRT-99 Cycling」

https://cycling-nrt-99beach.com/

ツアー情報は
こちらから！

Instagramは
コチラ！

NEW WOW感に包まれたアート空間で、Vividな旅の思い出を

今まで全然知らなかった成田空港の裏側を知り、今後の旅が
さらに楽しくなると感じました。

●

解説も楽しく、公式カメラマンの方々も含め皆さんのホスピタリ
ティが嬉しいツアーでした。撮った写真・動画の数が半端ない
です（笑）。こんなワクワク感がたまらないツアー、また楽しみ
にしています！

●

普段入れない貴重なところに連れて行って頂き、一生の思い
出になりました。今後、成田空港で離着陸する度に、今回の体
験を思い出すでしょう。

●

※店舗の営業時
間は上記から変
更する可能性が
ございます。

国内線・国際線保安検査

フ
ー
ド
コ
ー
ト 出発ロビー

チェックインカウンター

フードコート 中央口中央口

ターミナル連絡バス・
高速バス他乗降場へ

サポートセンター

HERE！

太平洋岸自転車道
（ナショナルサイクルルート）



成田空港でローカル5G※1を
活用した自動運転バス実証を実施！
　2022年２月、国内空港で初めて※2、遠隔監視型自動走行バスの実証実験を行いまし
た。第2ターミナルと第3ターミナルを結ぶ約700ｍのルートをバスが自動走行。運行
状況は常に空港内で遠隔監視され、これには高速で大容量の通信規格5Gが使用され
ています。今回の実証実験は、将来の人手不足やヒューマンエラー解消を見据えたも
の。これからも最新の技術を積極的に導入し、さらに快適で安全な空港を目指します。

乗り物編成田エボリューション

　2018年に設立されたスターラックス航空
は、台北桃園を拠点とするフルサービスキャリ
アです。2020年12月に成田空港に就航しま
した。乗務員の制服、機内サービス、機内食な
ど、細部にまでこだわり、スターラックス航空で
しか味わうことのできない上質な空の旅を演
出しています。日本のお客様にもご利用いた
だけるよう、世界最高レベルの航空会社を目
指していきます。

　奇美博物館は1992年に開業し、主に絵画、彫刻
などの西洋芸術、楽器、古代インド、ペルシャ時代の兵
器、動物標本や化石などが展示されています。新館の
外観はヨーロッパの神殿を想わせる建築様式で建てら
れており、台南でも異彩を放つ観光スポットです。

　台北から新幹線で約１時間半。レトロ
な街並みを散策してみてはいかがでしょう
か。弊社機内では台南「St.1 Cafe’」の
コーヒーを提供しております。

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

台南（台湾）
就航先紹介

エアライン
コレクション

奇美博物館（台南市）

紹介してくれた人 》》》 
スターラックス航空
客室乗務員　
吳映潔さん

（4） くうこうだより   2022  夏号   くうこうだより  2022   夏号（5）

※1…ローカル5Gとは、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等の様 な々主体が、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
※2…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」公表資料等を元に独自に調査）

”旅のプロ”航空会社スタッフ一推し！
夏だからこそ楽しめる
おすすめスポットを紹介します。
ぜひみなさんの夏旅の参考に♪

サングラス、帽子、日焼け止め、ハンディファンなど、
日焼け＆暑さ対策グッズは言わずもがな。

他にはこんな意見も！

夏旅のマストアイテム

国によっては店内やホテルの冷
房がすごく効いているので、長袖
の羽織りものが1枚あると便利。
（ANA／佐藤さん）

その土地特有の虫がいたりする
ので、外出時やホテル内でも刺
されないよう虫除けスプレーが
あると安心。
（JAL／谷重さん）

旅先では旬のものを片っ端から
制覇したい性分なので、つい食
べすぎた時のために胃薬は必須！
（peach／中川さん）

教えて！

スポット

　ファーム富田のラベンダーは鮮やかな色が目を楽
しませてくれるのはもちろん、爽やかな夏の空気とラ
ベンダーの香りに包まれてリフレッシュできます。空
港からは少し距離がありますが、道がまっすぐで広い
ので、運転しやすくドライブ向きですよ！ 

中川さん

北海道 空知郡

・・・

　ロサンゼルスの気候は湿気がなくカラッとしているので、サンタモニカビーチで海の風を浴びながらゆっくりと散歩をするのがおすすめ。少し移動するとビバリーヒルズがあり、映画のワンシーンのような美しい街並みも楽しめますよ！

宮﨑さん

アメリカ ロサンゼルス

・・・

　青の洞窟の中は、海面の色がとても綺麗で
幻想的

です。シュノーケリングでたくさんの魚を見る
ことも

でき、大興奮間違いなし！ オープンカーで開放
感あふ

れるドライブも◎。昼は日差しが強く暑いので
、夕方

がおすすめです。

榊原さん

沖縄県 恩納村

・・・

　「東洋のパリ」とも呼ばれるホーチミン。東南アジア
とヨーロッパの風景が融合した街並みが素敵です。ド
ンコイ通りは、おしゃれなカフェや雑貨屋さん、ネイル、
マッサージ店も多く、旅の思い出作りにピッタリ。名物
料理フォーは必食です！

谷重さん

ベトナム ホーチミン

・・・

　福間海岸、宮地浜
、津屋崎海岸にわた

る浅瀬の海岸

は、「かがみの海」と
呼ばれ、干潮時に砂

浜が鏡のよう

に空を反射してとっ
ても神秘的！ 近くに

は宮地嶽神社

や古墳、新鮮な魚や
農産物など、魅力が

ギュッと詰

まったスポットです。

三村さん

福岡県 福津市

・・・

　ナパバレーのワイナリーは敷地が広く緑も多くて

気持ちがいいので、お酒が飲めない人でも楽しめま

す。気持ちの良いテラス席で日差しを浴びながら、ご

はんを食べたり、お酒を飲んだり。日も長いので得し

た気分になりますよ！

平川さん

アメリカ サンフランシスコ

・・・

　ブルックリンにあるアクセサリーパーツ専門店「BROOKLYN CHARM（ブルックリンチャーム）」。びっしりと並んだ石やチャームの中から好きなものを選んでオリジナルアクセサリーを作ることができます！ 夏のおしゃれのアクセントに♪

佐藤さん

アメリカ ニューヨーク

・・・

スタッフ激推し！

　新居浜市の山奥に
ある東平は「東洋のマ

チュピ

チュ」と言われ、別子銅
山の産業遺産群が残

っている

場所。細く険しい山道
を進むと、タイムスリ

ップした

かのような世界が！ 晴
れた日には新居浜市街

と瀬戸

内海を一望できます。

橋本さん

愛媛県 新居浜市

・・・

とうなる



山武市

山武市サマーカーニバル
7/30（土）　開場13：30～

［ 蓮沼海浜公園展望塔前広場 ］ TEL : 0475-80-1202
（山武市サマーカーニバル実行委員会 山武市商工観光課内）

横芝光町

屋形海水浴場海開き
7/16（土）～8/21（日）
　九十九里浜のほぼ中央にある屋形海水浴場が海開き。緩やかな遠浅
の砂浜で、子ども連れでも安心して遊べる海水浴場です。栗山川の河
口付近では、釣りを楽しむこともできます。さらに浜辺には、緑地広場１
万平方メートル・遊歩道3,000平方メートルを備えた広大な公園「マリ
ンピアくりやまがわ」も。1日中遊べるスポットです。

［ 屋形海水浴場 ］ TEL : 0479-84-1215（横芝光町産業課）

はす祭り

香取市

7/2（土）～8/14（日）　8:00～16:30

［ 水郷佐原あやめパーク ］ TEL : 0478-56-0411

※イベントは、天候その他の事情により変更となる場合があります。 ※海水浴場では冷水シャワー・駐車場が無料

（打上花火は19：30～）
※当日の状況により打上時間が変更になる場合があります。

　水郷佐原あやめパーク園内のはす回廊では、中国の南京市から贈
られたはすを中心に300種以上を栽培。品種数では日本一の規模を
誇り、非常に珍しい千弁蓮、小型の碗蓮などが見られます。
　イベント期間中は毎日、園内舟巡りを実施（有料）。水の上からさ
まざまに色づいたはすを眺める、さわやかな花見が楽しめます。

EVENT

最新情報は各市町にお問い合わせください。

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 ！

（6） くうこうだより   2022  夏号   くうこうだより  2022   夏号（7）

今行きたい 富里市 「末廣農場」

大正から昭和20年代にかけて存在した末廣農場。
その跡地を利用し、2022年6月、
観光・交流拠点施設「末廣農場」がグランドオープンしました！
できたてほやほやのこの場所へ、夏休みに出かけてみませんか？

広報担当：
（左）富里市 経済環境部
　　 岡村 雅枝さん
（右）株式会社グッド・スタッフ
　　 飛田和 笑美さん

末廣農場は、富里の歴史を
感じられる場所です。市民
の皆さんに楽しく過ごして
いただくのはもちろん、市
外の方にもたくさん訪れて
いただき富里の魅力を知っ
ていただきたいです。

　末廣農場は、三菱グループ（旧三菱財閥）三代目社長・岩崎久彌氏が
残した富里市の貴重な財産。社長を引退後、農場内に建てた「旧岩崎家
末廣別邸」（国登録有形文化財）に住みながら、末廣農場を近代的農場
として成長させ、富里市の農牧事業を発展させていきました。その功績
から「富里農業の父」と呼ばれるほど、富里市の農の歴史に欠かせない
人物なのです。

末廣農場と岩崎久彌氏の深～い関係

　末廣農場全体のテーマは、大正時代。
施設の外観デザインは当時の農場に建て
られていた長屋の牛舎をイメージし、末廣
農場のロゴも、大正時代に使用されてい
た包装紙の文字を復元してデザインして
いるなど、施設の随所から大正時代の雰
囲気を感じられます。

かつての末廣農場を再現!?
レトロモダンな
大正時代をイメージ

地元の食材をおいしくいただく
オリジナルメニューを召し上がれ

◀館内表示も「大
正浪漫」をイメー
ジした、モダンなデ
ザインに。

▶スタッフのユニフォーム
のデザインも、当時の末
廣農場で着用されていた
ものを再現している。

▲スイカそのものや、加
工品なども販売。お土産
にもぴったり。

▶おすすめメニューは、
末廣農場卵かけご飯
「末廣TKG」（豚汁・お
しんこ）/税込600円
（写真）と、ダイヤモンド
ポーク バラスライス焼
き（サラダ・ごはん・豚
汁）/税込1,200円。

◀岩崎家の家紋が
入った瓦煎餅（税
込1,200円）など、
末廣農場限定のお
土産もチェック！

富里市の名産・スイカなど
新鮮な農産物が目白押し！

▶小岩井農場
の牛乳を使用し
た「小岩井ソフ
トクリーム」（税
込400円）。

◀「小岩井農場シ
ュークリーム」（税
込280円）は、プ
レーンとキャラメル
の２種類。

　富里市の名産であるスイカは
もちろん、卵や野菜類など地元
の採れたて農産物を販売。豊か
な自然で育った食材は、
富里市の魅力の一つと
なっています。

　休憩スペースには、岩崎久彌氏の歴史
や末廣農場、旧岩崎家末廣別邸などを紹
介するパネルを展示。イラストや写真で
わかりやすく説明しています。

岩崎久彌氏の歴史を学び
末廣農場をもっと知ろう！学ぶ

　岩崎氏の出身地・東京都台東
区や、運営に携わった小岩井農
場など、岩崎家にゆかりのある
土地のお菓子や加工品も販売。
岩崎家の「味」を知るのも楽しみ
方の一つです。

岩崎家ゆかりの地を
グルメで巡ろう！味わう

　農場の食事メニューには、千葉県産、富里市産の
ものを多く使用。ブランド豚とされる「ダイヤモンド
ポーク」を使った料理や、地鶏の卵を使った定食な
ど、地元のおいしい食材を味わえるメニューを
取り揃えています。

農業の歴史と地域の魅力を発信！
　 の観光・交流拠点施設が誕生富里市
初

▶富里市産の地鶏卵は
施設内でも購入可能。

千葉県富里市七栄650番地206
【TEL】0476-93-1200
【営業時間】9:00～18:00
【休日】月曜日、年末年始
【HP】https://suehiro-gs.com/

富里市観光・交流拠点施設「末廣農場」
CHECK成田空港から車で約20分。2022年６月

5日にグランドオープンした施設。「富里に
来たら最初に訪れる、富里の農業の歴史
や末廣農場の歴史を伝え、そして富里の
今を味わえる拠点」として、富里市の農産
物・加工品の販売等を行っています。

ACCESS

旧岩崎家末廣別邸も！
ぜひお立ち寄りください♪

※スイカの販売は、状況により終了している場合もございます。

　５年ぶりの開催となるサマーカーニバル。今年度は、新型コロナウ
イルス感染症等の感染防止対策を十分に実施したうえで開催しま
す。ステージパフォーマンスやさまざまな出店により会場はにぎわ
い、イベントのフィナーレには、海岸から打ち上げられる花火が夜空
を彩ります。料金は無料。

麻薬探知犬
ハンドラー

東京税関／
監視部麻薬探知犬訓練センター室

寺島 明裕さん
てらじま　あきひろ

1996年に入関し、半年で麻薬探知犬
訓練センター室に配属。その後は他部
署も経験し、3年前に再び同部署へ。
ハンドラー歴は通算17年になる。

　税関に就職して26年、うち17年を麻薬
探知犬のハンドラーとして勤務していま
す。これまでに5～6頭を担当しましたが、
まったく同じ犬はいないので、初めのうち
にしっかりと犬のタイプを見極め、その個
性にあったコミュニケーションを取れるよう
に、日々接しています。

　私たちハンドラーは税関職員であり不正
薬物を水際で摘発することが使命の一つ。そ
のために、人間の数千から数万倍の嗅覚を持
つ犬の力は必要不可欠です。だからこそ、バ
ルド号の探知技術をより向上させ、熟練した
麻薬探知犬に育てることが、私の最大の任務
であると感じています。

成田空港で働く
スタッフの情熱に迫る！

犬の探知スキルを向上させ、

不正薬物摘発を行うのが任務

第4回

東京税関麻薬探知犬訓練センター

　一人前の麻薬探知犬になるには、約
4カ月の厳しい訓練を受け、認定試験
に合格しなければなりません。中間評
価前は臭いが強い大麻類を、中間評
価後は臭いが薄い覚醒剤等を用いて
訓練を行います。

　現在、私とコンビを組んでいるのがジャーマン・シェパードのバルド号。
ハンドラーにとても従順な性格です。

　バルド号は、一度くわえたダミーを
なかなか離さないほど独占欲が強い
のですが、それも麻薬探知犬にとって
大切な資質です。

　麻薬探知犬を育成訓練
する場所は国内では成田
空港の近くにある、東京税
関麻薬探知犬訓練セン
ターのみ。ここで訓練を受
けた麻薬探知犬が全国で
活躍しています。

全国で

約130頭

壁面捜査 貨物捜査

　私も初のバルド号の手柄
に感無量！ たくさん体を撫
でて喜びを表現し、餌をいつ
もより少し多く与えました。

　もし、私たちを空港内で見か
けることがあっても、声をかけ
たり触ったりせず、温かく見守っ
ていただけると嬉しいです！

　コンビを組んで3年、ついにバルド号は
初めて不正薬物の摘発に至ったのです。

　麻薬探知犬は1979
年にアメリカから導入
されたのが始まりです。
その後、国内で育成訓
練を行い、1981年に麻
薬探知犬第１号が誕生
しました。

センターで

2番目に大きい！

［犬種］

  ジャーマン・シェパード

［年齢］

  4歳9カ月

　麻薬探知犬は、麻薬の臭いを見つけ
てハンドラーに褒めてもらい、ダミー※

を使って遊んでもらうことが大好き。
　麻薬探知犬にとっては、仕事というよ
り、ハンドラーと一緒にダミーを使って
遊ぶゲームをしているようなものなの
で、ハンドラーは訓練や捜査でもその
ことを忘れずに、可能な限り楽しんで業
務にあたることが大切です。

壁の隙間に隠された
麻薬を探す

輸入貨物を対象にした、
実地訓練を行う

　訓練と同じぐらい、
健康管理も大切。ハ
ンドラーがペアの麻
薬探知犬の健康状態
をチェックします。

※タオルを巻いたもの（犬のおもちゃ）

合格率は

約3割

　麻薬探知犬のハンド
ラーとは、麻薬探知犬とと
もに空港や港、国際郵便
局などの現場で不正薬物
の水際取締を行う税関業
務の一種です。

税関150周年記念特別企画
小中学生絵画コンクール特設サイトはこちら

「空の玄関口」である空港では、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4回は、成田空港で不正薬物の水際取締を行う、
麻薬探知犬とそのハンドラー、寺島明裕さんを主人公に紹介します。

1110

9

1 2 3

87

5 64

よくやった！

バルド！

温かく見守って
欲しいワン！

We are

on du
ty

こんな訓練をしています！

不正薬物を

発見した場合、

その場に座って

ハンドラーに

知らせてくれます。
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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

［開所時間］ 9：00～17：00
［閉所日］ 土日・祝日、年末年始

0476-34-5858
［利用時間］平日9：00～17：00　※12:00～13:00は除く

くうこうだより 2022夏号（2022年7月15日発行）［vol.129］ 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
千葉県山武市芝山町香山新田27-1
成田空港温泉“空の湯”1階
0479-78-1394
0120-06-6554
0479-78-1398

［開所時間］ 9：00～17：00
［閉所日］ 土、年末年始

茨城地域相談センター
茨城県稲敷郡河内町長竿4641
河内町産業観光交流拠点施設“かわち夢楽”1階
0297-79-5815
0120-84-5013
0297-79-5817

［開所時間］9:00～17:00
［閉所日］ 月・土、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

［開所時間］ 9:00～17:00
［閉所日］ 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

［開所時間］ 9：00～17：00
［閉所日］ 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？

【2022新春号の答え】かもつき（貨物機）

えあぽーとクロスワード

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15日（月）（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

肯定の返事。ノーの反対
鳥が○○を広げて飛ぶ。飛行機にもあります
扉。自動○○、回転○○
ストロベリー。赤くておいしいね
イギリスの通貨単位です
穴に差し込み、ロックを解除する
表の対義語。小切手の○○に署名する
コンビニでペット○○○の飲料を買った
国語、算数、○○、社会
ゴルフクラブの、3番ウッドをこう言うね

1
3
5
6
7
8
9
11
13
15

ヨコ の カギ

　成田空港ではB滑走路の延伸、C滑走路の新設などにより、年間発着容量を30
万回から50万回に拡大する「更なる機能強化」に取り組んでいます。2021年12
月に、地域・関係者の皆さまに滑走路整備計画について理解を深めていただける
よう、パンフレットを作成しました。ぜひ右記の二次元コードからご覧ください。

　バゲージタグをモチーフにしたラベルデザインで、い
つでも空旅のワクワク感を味わってほしい。そんな思いを
込めて、成田空港が本気でつくったクラフトビールです。
　ビアスタイルはセゾン。ホップのネルソンソーヴィンが
特徴で、フルーティーな味わいと華や
かな香りを演出。千葉県産オリーブも
使用し、芳醇でシャンパーニュのような
味わいに仕上げました。ぜひ一度お試
しください！

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。

航空博物館は、8月中は毎日開館しています。
ぜひご家族でお越しください。

【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！

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

地球上の地点は○○と経度で表せます
空港を、英語でいうと？
花から蜜を集める種類がいる昆虫
寝ているのに、何か言ってるよ
移り動くこと。飛行機で○○○する
ホープ。将来によせる期待
テニスで、ボールの打ち合いが長く続く
旅行へ行くので、しばらく家を○○にします
瓶や○○は、分別して捨てよう

1
2
3
4
6
8
10
12
14

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
　（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。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。

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等のサービス

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　お問い合わせ

成田空港　N.PASS 検索

※詳しくは公式HPでご確認ください。

（12/29～1/3を除く）

ただし月は電話対応可
※月が祝日の場合はその翌日

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

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

※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

更なる機能強化に関する
滑走路整備計画のパンフレットを作成しました

成田空港周辺地域にお住まいの方に限り発行！

●「きみにも飛ばせる！！ ドローン
　体験会＆ジェット燃料のおはなし」
　  ・・・・・・・・8月21日（日）

●やさしい航空のはなし
　「グランドスタッフのおはなし」
　（JAL）・・・・7月24日（日）

「N.PAS
S」で

こちらから
チェック！

講演会

イベント

ドローン体験の様子

お盆期間中を含めて毎日、さまざま
なイベントを実施予定です。内容に
ついてはHPをご覧ください。

5月から、
屋外展示場に
新しい展示物が

登場！

夏休みイベント

“成田空港エール”
ECサイトで販売中！

ご購入は
こちらから

（8） くうこうだより   2022  夏号   

※飲酒は20歳を過ぎてから
※妊娠中、授乳中の飲酒は避けてください

成田空港　  オリジナルクラフトビール初

10名様に
プレゼント

正解者の
中から抽選で

　プレゼント

末廣農場

末廣農場饅頭
（1箱6個入）


