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世界最高水準の空港を目指して特集

　今後も拡大が見込まれる首都圏空港の航空需要に
対応するため、NAAは成田空港の更なる機能強化に
向けた検討と具体的な対応への準備を進めている。
2016年9月27日に開催された、国、千葉県、空港周辺
9市町、NAAで構成される「成田空港に関する四者協
議会」（略称、四者協議会）において、NAAは年間発
着容量を現在の30万回から50万回に拡大するために
必要となる具体的な方策等を説明・提案。滑走路に
ついては新設する3500ｍのC滑走路と、北側に1000
ｍ延伸するB滑走路の具体的な配置を、夜間飛行制限
の緩和（航空機の運航可能時間の延長）については
運航可能時間を現行の6時から23時までを3時間拡大
し、5時から1時までとする案を提案するとともに、環
境対策や地域共生策の一層の強化についても具体策
を示した。その結果、国とNAAが地域の皆様への丁寧
な説明を行い、理解と協力が得られるよう最大限の努
力をすることを前提に、「更なる機能強化」に向けた具
体的な検討を進めていくことが確認された。

地域への説明会に5000人以上が参加

　これを受けてNAAは、関係者の協力を得ながら地
域の皆様への説明を開始。千葉県成田市、芝山町、多

古町、横芝光町、山武市、茨城県河内町、稲敷市で計
107回の「住民説明会」を開催。これに加えて、映像と
音声で航空機騒音の疑似体験もできる設備を用意した

「対話型説明会」も計32回開催し、合わせて延べ5000
人以上の方に説明を行った。
　また、2017年3月1日には「内窓効果体験ハウス」を、
航空科学博物館の敷地内にオープンした。更なる機
能強化にあたっての環境対策、地域共生策の基本的
な考え方のひとつとして提案している、寝室等への内
窓の設置について、外窓である防音アルミサッシに加
えて、樹脂製サッシの内窓を開閉して、航空機騒音が
どの程度低減するかの防音効果を実体験できる施設
である。
　さらに4月3日には、「山武地域相談センター」を横芝
光町役場庁舎内にオープンした。同センターでは防音
工事の相談、成田空港の運用に関する情報公開、各種
資料の提供等を行っている。地域相談センターはこれ
で、千葉県成田市、芝山町、茨城県河内町に続いて4カ
所目となった。

夜間飛行制限緩和の見直し案等を提示

　一方で、成田市をはじめとする空港周辺9市町で構

2016年9月の四者協議会以降、NAAおよび国、県など関係者は地域に対し、
「成田空港の更なる機能強化」について100回以上の説明を行った。

その後、地域の皆様からのご意見等を踏まえ、NAAは「夜間飛行制限の緩和」について、
2017年6月12日開催の四者協議会において見直し案を提示した。

地域の皆様からのご理解・ご協力が得られるよう、NAAは引き続き丁寧な説明を重ねていく。

更なる機能強化に向けて新たな確認書締結

「夜間飛行制限の緩和」の見直し案等を提示

夜間飛行制限の緩和に関する見直し案（運用時間）

［Ｂ滑走路は現状どおり］

B

A

［Ａ滑走路は1時間延長・便数制限廃止］
※ 0:00～0:30は弾力的運用

 6:00ｰ23:00
（運用制限：7H）

※ 0:30～1:00は弾力的運用
　 なお、騒音影響平準化のため、定期的に｢早番｣｢遅番｣を入れ替える。

北風時の例（南風時には離陸と着陸が逆になる）

C滑走路供用までの当面の運用

 6:00ｰ0:00
（運用制限：6H）

 6:00ｰ0:00
（運用制限：6H）

 6:30ｰ0:30
（運用制限：6H）

 5:00ｰ23:00
（運用制限：6H）

（運用制限：6H）
 5:00ｰ23:00

（運用制限：6H）
 6:30ｰ0:30

着陸

C滑走路供用後の「スライド運用」

離陸

離陸 着陸

 6:00ｰ23:00
（運用制限：7H）離着陸

離着陸 離着陸

離着陸 B C

A

夜間運用の“遅番” 早朝運用の“早番”
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成される「成田空港圏自治体連絡協議会」と千葉県は
5月11日、国とNAAに対して、夜間飛行制限の緩和の
見直し、集落分断の解消、航空機落下物対策、周辺地
域の振興策について要望、要請を行った。
　これを受けて、6月12日の四者協議会においては、
NAAから住民説明会等で寄せられていた意見、地元
自治体と県からの要望、要請等を踏まえて、成田空港
の国際競争力確保と地域の皆様の生活環境の保全の
両立を図るという観点で「夜間飛行制限の緩和と環境
対策・地域共生策の見直し案」を提案し、国および千
葉県から「騒音区域の設定方針の見直し」「航空機落
下物対策の創設」「空港周辺の地域づくり」の考え方
が提案された。
　このうち、「夜間飛行制限の緩和の見直し案」では、
滑走路別に異なる運用時間を採用する「スライド運用」
を導入し、飛行経路下における6時間の静穏時間を確
保した上で、空港全体としての運用時間は5時から0時
30分まで（ただし1時までは弾力的運用）とする案を
提案した。
　また、5時台と23時以降、並びに弾力的運用では、
低騒音機（機体とエンジンの性能向上などで従来の
機材よりも低騒音化が図られている、B787、B747-8、
A380、A320、B777、B767、B737等の機材）に限定
すること、追加防音対策として、一定区域内の家屋の
寝室に内窓を設置する工事に加えて、寝室の壁・天井
の補完工事を実施することも併せて提案を行った。
　さらに、国際空港間競争が激化する中、成田空港の
国際競争力を確保することは喫緊の課題であることを
踏まえて、C滑走路が供用するまでの当面の間の対応
として、2020年の東京オリンピック・パラリンピック開
催までに、A滑走路の運用時間を現行より1時間延長
し6時から0時まで（0時から0時30分は弾力的運用）

とする案も、A滑走路側で追加対策（寝室への内窓設
置等）を先行的に実施することを前提に提案した。

柔軟な対策区域案の設定

　今回の夜間飛行制限の緩和の見直しに伴い作成さ
れた騒音コンターは、2016年9月の四者協議会で提示
した騒音コンターと比べると若干範囲が縮小するもの
の、対策区域の見直しにあたっては、国土交通省や千
葉県から、これまでの区域設定基準を見直し、既存集
落の状況や社会状況の変化を踏まえた区域設定を行
うという考えが示された。
　以前から要望の強かった航空機からの落下物対策
については、千葉県から落下物多発地域における、移
転希望者に対する成田空港周辺独自の対策の創設に
ついての提案があった。また、NAAとしても、地域の皆
様の落下物に対する不安を少しでも解消できるよう、
被害に遭われた方を支援するための制度（落下物事
案が発生した際の「見舞金の支払い」、実損が生じた
際の「立替金の支払い」、地域の皆様と航空会社との
間に入った「円滑なサポート」）の創設を検討すること
とした。
　さらに、千葉県から、成田空港の更なる機能強化に
伴う地域振興策の方向性・内容をまとめた、空港周辺
の広域的なプランの作成に向けた「空港周辺の地域づ
くり」の提案があった。
　これらを踏まえて、6月12日開催の四者協議会では、

「四者は引き続き、誠意をもって丁寧かつ真摯な対応
を行うなど、更なる機能強化の実現に向け、地域住民
の理解と協力が得られるよう最大限の努力をするこ
と」が確認され、同協議会でNAAが提案した見直し案
や、見直し後のコンターに基づく対策区域案等につい
ての住民説明会が周辺市町で開催されている。

夜間飛行制限緩和策の見直し案に基づく50万回時騒音コンター

Lden62dB＝騒防法第１種区域（住宅防音工事、空調機機能回復工事等への助成）に対応
Lden66dB＝騒特法防止特別地区（住宅、学校等の建築禁止、移転補償、土地の買入れ）に対応

Lden62dB
Lden66dB Lden62dB Lden66dB

Lden66dB
Lden66dB

Lden62dB
Lden62dB

空港敷地

現行騒特法防止特別地区
現行騒防法第1種区域

騒音コンター（2016年9月の提案）
騒音コンター（2017年6月の見直し案）

B滑走路B滑走路

A滑走路A滑走路

C滑走路C滑走路
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成田空港では「世界最高水準の空港」を目指し、早くからCS（Customer Satisfaction）の向上に努めてきた。
2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて、

ユニバーサルデザイン（UD）化にも積極的に取り組んでいる。
2017年度には最先端の「デザイントイレ」も登場するなど、その取り組みを加速させている。

　成田空港では誰もが安心して快適に利用できる空港
を目指し、積極的にUD化に取り組んでいる。例えば、
中期経営計画では「ターミナル内の案内表示の分かり
やすさを重視したデザイン等の適正化」を掲げており、
第1ターミナル地下コンコースの案内表示の改修などを
皮切りに、見やすい表示デザインやオリジナルのピクト
グラムなども採用しながら、分かりやすい動線などに
配慮した改修を続けている。また、ターミナル内のお
客さまの移動をサポートする電動カートサービスも導
入し、お客さまの利便性が向上した。

トイレの全面改修で清潔・快適な空港に

　旅客ターミナルビルは建設から年月が経ち、トイレ
の老朽化も目立ってきたことから、ターミナル内のお客
さま用トイレを全面リニューアルすることとした。2020
年3月末までに全147カ所のトイレを順次改修していく
もので、総額50億円規模のプロジェクトとなっている。
これも中期経営計画の施策のひとつで、清潔かつ快適
なトイレ空間の提供により、空港での時間を快適で楽
しく過ごせるようにすることを目指した取り組みとなっ
ている。
　改修工事では、いずれのトイレでもUD化への共通
設備として、トイレの場所や男女別の入り口を知らせる

「音声案内」を設置する。また、各ブース内には、火災
などの緊急事態の発生を光の点滅で知らせる「フラッ

シュライト」と、身体を支えるための「L型手すり」等を
設置する。これに加えて、和式便器は廃止し、全ての
便座は温水洗浄機能付きの便座に切り替えるほか、壁
や天井などの内装も明るく清潔な空間へとリニューア
ルしていく。

主要動線上にはデザイントイレを整備

　トイレの全面改修の中でも、主要動線にあって、お
客さまの利用頻度の高いトイレは、「デザイントイレ」
として整備する。8月9日には第2ターミナル本館1階の
到着ロビー中央と、本階3階の出国審査後エリアの免
税ブランドブティック「ナリタ5番街」の2カ所にオープ
ン。機能的かつ美観にも優れたこのトイレはお客さま
にも好評で、注目を集めた。
　特徴は、多機能トイレの混雑を解消するため、その
機能の一部を一般のブースにも分散した点。本館1階
到着ロビー中央トイレの場合、2つの多機能トイレは男
女別のトイレの入り口前にあるが、そこに備えられてい
るオストメイト用の流し、おむつ交換台、フィッティン
グボードを一般ブースの一部にも設置。多機能トイレ
が使用中であっても、必要な機能を男女別のトイレで
もお使いいただけるようにした。
　また、デザイントイレのブースはいずれもスーツケー
スなど大きな荷物が持ち込める広さを確保。到着ロ
ビーのトイレには、大型手荷物カートごと持ち込める

加速する成田空港のユニバーサルデザイン化

最先端設備のデザイントイレも登場

第2ターミナル本館1階到着ロビーのデザイントイレ 明るく機能的なデザイントイレの内部
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ブースも用意した。全体のレイアウトは、トイレの入り
口に立つと、空いているブースがひと目で分かるように
なっている。パウダースペースや手洗いだけを利用する
人を含めて、スムーズに動ける動線に配慮し、日本が
世界に誇る最先端のトイレ機器も導入して、海外から
のお客さまもお迎えする。

ソフト面での対応にも新たな取り組み

　UD化の推進は施設や設備の改修といったハード面
にとどまらず、NAA社員や空港スタッフへの教育や意
識改革といったソフト面での対応も重要な鍵となる。
そのため、これまで実施してきた各種セミナー等に加
え、2016年8月からはNAA全社員とNAAグループ会社
担当者に受講を義務付けた「ユニバーサルサービス
セミナー」を開始。座学に加えて、車いすの操作や、ア
イマスクを装着して白杖歩行をするなどの体験講習を
行っている。また、空港スタッフを対象に、電動車いす
の取り扱いや補助犬への理解促進といったテーマ別
の講習会も開催。旅行会社と共同で、障害のあるお客
さま対応の成田空港体験講座も実施している。
　UD化の推進について成田空港は、2020年の東京
オリンピック・パラリンピック開催に向けて、日本の表
玄関として多くのお客さまを円滑に受け入れるという
役割を果たすにあたり、同大会組織委員会が定めた

「Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドライン」を踏ま

えた対応が求められている。また、政府が掲げる「ユ
ニバーサルデザイン2020行動計画」においても成田
空港は、世界トップレベルのユニバーサルデザイン水
準となるための具体的な取り組みが必要とされ、大会
のレガシーとして、将来にわたり誰もが自由に空港を
利用できる環境とすることが求められている。さらにこ
の行動計画では、計画の立案段階から障害当事者の
参画を得た検討を重要なポイントとしていることから、
NAAは5月に、有識者・障害当事者を交えて議論する

「成田空港ユニバーサルデザイン推進委員会」を設置。
その分科会でも積極的な議論を重ねている。
　成田空港はUD化の推進にあたり、施設、設備とサー
ビスをより良いものにしていく必要がある。そのために
も当事者の意見を取り入れていくことが重要になるが、
これを具体化した取り組みとして、空港内のインフォ
メーションカウンターでの「手話対応」による案内業務
がある。対応するスタッフの手話研修には、筑波技術
大学（日本で最初に視覚障害者と聴覚障害者であるこ
とを入学条件とした国立大学）の学生の協力を得た実
地トレーニングを導入して、障害者の立場からのアドバ
イスなどを受けている。
　成田空港は、2020年をひとつの契機としながらも、
その先を見据えて、多くのお客さまはもとより、空港で
働くスタッフが安心して利用できる空港を目指したUD
化に取り組んでいる。

車いすを取り扱う実践セミナー インフォメーションカウンターのスタッフへの手話研修

デザイントイレのレイアウト例（第2ターミナル到着ロビー）

音声案内装置

大きな荷物を持ち込める広いブース（全ブース）

●オストメイト用流し・おむつ交
換台を設けたブース

●こどもトイレ

●多機能トイレ

●大型手荷物カートを持ち込め
るブース １ １

2 2

4

3
3

1

2

3

4
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　「成田空港マーケティングインセンティブ」は、航空
会社が成田空港での旅客数・貨物量を維持・増加さ
せるために実施するマーケティングやプロモーション、
利用者の利便性向上等に向けた取り組み（以下、「マー
ケティング活動」）に対して、各社の成田空港における
旅客数・貨物量の実績に応じて、一定額を上限にマー
ケティング活動に要する費用の一部をNAAがサポート
する制度である。

「空港間の競争激化」が背景に

　制度導入の背景には、アジアにおける空港間の路線
獲得競争の激化がある。成田空港はこれまでも旺盛な
アジアの航空需要を取り込み、国際拠点空港として実
績を伸ばしてきた。しかし航空機の性能向上によりアジ
ア／北米間の直行化が進むなど、航空会社による路線
再編の動きが活発化している。また、空港経営の収益
の柱のひとつとなったリテール事業の売上高が、訪日外
国人の消費性向の変化等もあり、一時期よりも沈静化
傾向にある。これらの背景をもとに、航空会社とNAAの
双方にメリットのある施策として新たに導入した。
　マーケティングインセンティブは旅客制度の場合、
国際線・国内線別の出発旅客数（国際線は乗り継ぎ

を含む）に応じて支払う。それぞれに「取扱旅客数全
体に対する単価（取扱単価）」と「前年同期より増加し
た旅客数に対する単価（増加単価）」を設定している。
国際線旅客へのインセンティブの単価は、成田空港内
店舗（免税店・物販店・飲食店）の売上高によって変
動する。貨物制度の場合は国際貨物を対象に取扱単
価と増加単価を設定するが、成田空港発着の輸出入・
仮陸揚の全ての国際線貨物量が対象になる。制度の
適用期間は2017年4月1日から2019年3月31日までで、
航空会社のマーケティング活動をNAAが半期ごとに審
査して、インセンティブを支給する。

初年度上期は69社が申請

　このような方法によるインセンティブ制度は国内初
の試みで、対象として想定されるマーケティング活動の
範囲も広い。航空会社がこの制度を活用するにあたっ
ては、事前に活動計画案をNAAに申請して承認を受け
ることになるが、旅客数や貨物量の増加が見込めると
判断できる内容であれば、対象の範囲はできるだけ広
くして、より多くの航空会社に参加してもらえることを
前提としている。
　活動内容は旅客制度の場合、「空港内店舗の販売

成田空港は2017年4月から、航空会社を対象にした「成田空港マーケティングインセンティブ」を導入した。
2015年度から実施している「成田ハブ化促進インセンティブ」と合わせ、

航空会社との連携を強化し、航空旅客数・貨物量の維持・増加を図りながら、
リテール売上など非航空系収入の拡大も目指している。

【旅客】（出発旅客1人当たり）

前年度空港内
店舗売上高

800億円以上
1000億円未満

1000億円以上
1200億円未満

1200億円以上
1400億円未満

1400億円以上
1600億円未満

国際線
取扱単価 45円 50円 55円 60円

増加単価 90円 100円 110円 120円

国内線
取扱単価 10円

増加単価 20円

【貨物】（1トン当たり）

国際線
取扱単価 100円

増加単価 200円

旅客便運航会社
国際線取扱旅客数：単価50円
国際線増加旅客数：単価100円

（11万人×50円）＋（1万人×100円）＝650万円
2016年度

10万人 取扱旅客数

増加旅客数

2017年度

10万人

1万人

インセンティブの計算方法インセンティブ単価

貨物便運航会社
国際線取扱貨物量：単価100円
国際線増加貨物量：単価200円

（2.2万トン×100円）＋（0.2万トン×200円）＝260万円
2016年度

2万トン 取扱貨物量

増加貨物量

2017年度

2万トン

0.2万トン

航空会社への新たなインセンティブを導入

マーケティング活動をサポート
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促進」「成田空港路線の増客」「空港運用効率化・利
便性向上」のいずれかにつながることが必要だが、空
港内店舗の利用客に対するマイレージ・景品等の提供
や割引クーポンの配布、成田空港路線の利用を呼びか
けるイベントの実施や広告展開などをはじめ、通常は
有料で提供しているサービスを、成田空港路線の利用
者には無料にするといったことなども想定している。
　貨物制度の場合は「成田空港路線の貨物量増加」

「空港運用効率化・利便性向上」のいずれかに該当す
る活動が対象。成田空港を輸出拠点として使用する
フォワーダーや荷主へのプロモーションをはじめ、定
温コンテナ等の購入のほか、成田空港で取り卸される
輸入貨物や、成田空港を経由する仮陸揚貨物も対象
となるため、貨物の発生地となる海外での営業やプロ
モーション活動も含まれる。
　こうして間口を広げて多くの航空会社に参加を呼び
かけた結果、初年度上期には69社（旅客制度60社、
貨物制度47社、うち38社は旅客制度・貨物制度共通）
からの申請があった。航空会社はNAAに申請して承認
された活動計画に沿って施策を実行しているが、その
結果が重視されるのはもちろんのこと、申請段階での
相談や審査の場を通じ、成田空港におけるマーケティ
ング活動をNAAと航空会社が共に、最も成果の出る方
法を模索していけるプロセスも、この制度のもたらす
大きなメリットとして期待できる。こういったメリットが
航空会社に認知されたこともあり、初年度下期につい
ても上期に引き続き多くの申請があった。

「成田ハブ化促進インセンティブ」との両輪で

　中期経営計画では、2018年度の航空旅客数4300
万人、貨物取扱量210万ｔの目標を掲げ、その達成に
向けた施策のひとつに、2015年度から導入した「成田
ハブ化促進インセンティブ」がある。着陸料を割り引く
ことで、航空会社の成田空港への新規乗り入れや、成

田空港からの新規就航等の誘導を図るものだ。
　割引は「国際線／国内線ネットワーク拡充割引」と

「国際線／国内線増量割引」の計4種類からなってい
る。「ネットワーク拡充割引」は、航空会社が新規路
線を定期便として開設すると、当該便の着陸料を割り
引く。その路線が成田空港と定期便で初めて結ばれる
空港の場合には、さらに割引率を加算する2段階方式
となっている（就航から2年間適用、1年目最大50％、
2年目最大25％）。「増量割引」は、国際線では累積重
量（新規就航・新規路線開設・増便・機材大型化など）、
国内線では累積着陸料が前年同期比で増加した場合
に、増加分の50％の着陸料割引を適用する（「国際線
増量割引」は2013年度から導入）。
　「成田ハブ化促進インセンティブ」は、2015年度は計
56社に適用し、割引総額は14億3000万円となり、エ
チオピア航空のアディスアベバ線やLOTポーランド航
空のワルシャワ線など、新規乗り入れなどが実現した。
2年目の2016年度は制度の周知効果などもあり、対象
がさらに増えて63社に適用し、割引総額は16億6000
万円となった。2016年度に新たにインセンティブの対
象となった航空会社は10社増え、成田空港初となる就
航地も6路線拡大した。
　新規乗り入れや新規就航を「成田ハブ化促進インセ
ンティブ」で誘致しつつ、拡大したネットワークを「成
田空港マーケティングインセンティブ」で既存路線と併
せて旅客数・貨物量の維持・拡大を図る、まさに車の
“両輪”と言えるインセンティブ制度となっている。

2016年度での新規路線

2016年度に新たに対象となった航空会社
2016年

4月    5日 フェデラルエクスプレス シンガポール線〔貨物便〕

5月 22日 オーロラ航空 ユジノサハリンスク線

7月    1日 香港航空 香港線

1日 ジンエアー ソウル（仁川）線

23日 ハワイアン航空 ホノルル線

9月 14日 バニラエア ホーチミン線／台北経由

10月 19日 イベリア航空 マドリード線

12月 15日 チェジュ航空 釜山線

2017年

1月 31日 ヤクーツク航空 ユジノサハリンスク線

3月   2日 アトラスエア シカゴ線・ダラス線〔貨物便〕

成田ハブ化促進インセンティブ概要

新規
ネットワーク
拡充のため

既存路線の
増強のため

国際線
ネットワーク

拡充割引

国内線
ネットワーク

拡充割引

国内線
増量割引

国際線

国内線

国際線
増量割引

両方適用の場合
着陸料が

最大100％割引

両方適用の場合
着陸料が

最大100％割引

➡

➡

● ユジノサハリンスク（オーロラ航空）
● 西寧（中国国際航空）
● 大邱（ティーウェイ航空）
● プノンペン（全日本空輸）
● マドリード（イベリア航空）
● 中部／名古屋（ポーラーエアカーゴ）〔貨物便〕



世界最高水準の空港を目指して30

世界最高水準の空港を目指して特集

訪日外国人のさらなる増加が見込まれるなか、「選ばれる空港」づくりを目指す成田空港では、
増加する訪日外国人に向けてビジター・サービスセンターを開設したほか、国内旅行に役立つアプリの提供、

日本文化などが体験できる空港周辺へのツアーなどを通じて、一層の利用促進を図る。

　2020年までに訪日外国人旅行者数4000万人を目
指す政府方針にも呼応して、成田空港を利用する訪日
外国人も増え続け、2016年度には初めて、国際線の外
国人旅客数が1400万人を上回った。そして2020年東
京オリンピック・パラリンピック開催に向けて今後もさ
らなる増加が見込まれるなか、成田空港は外国人のお
客さまにとっての“日本の旅の出発点”としてサービス強
化に努めている。

ビジター・サービスセンターがオープン

　訪日外国人に向けた取り組みのひとつは、「Visitor 
Service Center（ビジター・サービスセンター）」の開設。
成田空港を利用される外国人のお客さまが、さまざま
な情報やサービスをワンストップで入手できる施設と
して、国内最大級の約1300㎡の広さとなっている。ビ
ジター・サービスセンターは、第1ターミナル中央ビル
本館1階に位置し、その中核となる外国人観光案内所
をはじめとする中央カウンターが8月にオープン。10月
にはプロモーションスペースやパンフレットコーナーな
どの「観光情報提供コーナー」がオープンした。
　設計においては、“Trip Tailor”をデザインコンセプト
として、お客さまの希望や目的に合わせた旅を「テー
ラーメードで作るお手伝いをさせていただく」という思
いを込めた。また、日本の旅の出発点を彩るにふさわ
しい「日本らしさとおもてなしの心」を表現するため、
内装は木目と白を基調に、感謝の気持ちを表す赤い
“水引き”をアクセントに取り入れ、温かみがあり、かつ

モダンなデザインとした。
　中央カウンターには、外国人観光案内所を中心に、
その両脇には、成田空港内初となる旅行・チケット販
売店の「成田国際空港第一ターミナル トラベルセン
ター」と、「Narita Airport Transit ＆ Stay Program」
受付カウンターを配置した。これにより、観光案内所
で紹介された情報をもとに、すぐ隣のトラベルセンター
で、希望の旅程に沿った交通機関・宿泊・ツアー等の
手配やテーマパーク等の入場券等を購入することが可
能になった。また、国際線乗り継ぎや空港周辺ホテル
等に宿泊している海外からのお客さまに提供している
成田空港周辺の観光ツアー「Narita Airport Transit 
＆ Stay Program」も、観光案内所のすぐ隣のカウン
ターで参加申し込みができるようになっている。
　この中央カウンターを取り巻くように、携帯電話や
Wi-Fiのレンタル、レンタカー受付等の「サービス店舗」
をカテゴリーごとに集約して再配置することで、旅の計
画から各種チケットの購入、機器等のレンタルまでが
“ワンストップ”でできるエリアとなった。
　観光情報提供コーナーには、到着ロビーでは初とな
るプロモーションスペースを設け、自治体や企業など
がブースやデジタルサイネージを活用して、PRやイベン
トを行える環境を整えた。加えて同エリアにおいて、観
光情報などを手にして見ることができるパンフレット
コーナーを設けた。情報端末コーナーに置かれた7台
のiPadでは、NAAが提供する訪日外国人向けのおもて
なしアプリ「TABIMORI-Travel Amulet-」を通じて、観

訪日外国人へのサービスをさらに強化

情報提供機能を集約した新施設がオープン

情報端末コーナーには自由に操作できるiPadを用意中央カウンターには外国人観光案内所（中央）などを設置
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光案内や乗換案内、日本の生活・文化に関する情報
等が入手できるようになっている。
　さらに当該エリアには、高精度マップによる館内
ナビゲーションを行う双方向型デジタルサイネージ

「infotouch」も設置した。「infotouch」では、ターミナ
ル館内の施設情報やフライト情報、交通アクセス情報
など、空港を利用されるお客さまにとって必要な情報
を一元的かつ容易に取得できる。より多くのお客さま
にご活用いただけるよう9言語（日・英・韓・中〔簡・
繁〕・インドネシア、タイ、スペイン、仏）に対応してい
る（一部機能は4言語）ほか、音声による施設検索機
能や、搭乗券読み込みによるゲートまでのルート案内
機能を搭載するなど、国内初となる機能で構成されて
いる。また、ユニバーサルデザインにも配慮した設計
で、車椅子の方でも利用しやすい画面のボタン配置や、
エレベーターを利用した段差の少ないルート案内表示
等、お客さまの空港体験の価値向上を図っている。

アプリを拡充、無料SIMの提供も開始

　訪日外国人へのサービス強化の一環として、NAA
が2014年に開発・提供しているアプリ「TABIMORI-
Travel Amulet-」は、約32万ダウンロードを記録（2017
年7月現在）し、お客さまにご利用いただいている。

2017年7月末にはアプリの大幅なバージョンアップを実
施した。対応言語をこれまでの日・英・韓・中（簡・繁）
に、インドネシア、タイ、スペイン、仏を加えて9言語に
拡大。さらに、訪れた場所の位置情報を記録しSNSに
投稿できる機能や、街中に流れる音声アナウンスの内
容を多言語表示する「おもてなしガイド」機能を追加
するなど、さらなる使い易さの向上を図った。
　さらに成田空港では、訪日外国人からニーズの高い

「通信」「交通」「魅力的な旅行先提案」をワンストッ
プで提供できる日本初のサービスとして、スマートフォ
ン向けのアプリサービス「WAmazing （ワメイジング）」
の提供を開始し、事前にアプリをダウンロードすると、
成田空港到着時に無料のSIMカードを受け取ることが
でき、日本でのインターネット通信が無料になるほか、
アプリを使って東京都内の約1.2万台のタクシーの配
車手配や、季節の観光アクティビティー、日帰りツアー
などが予約・手配・購入できる。

日本文化の発信拠点として

　数多くの訪日外国人が利用する成田空港は、“日本文
化の発信拠点”という役割も担っている。海外からのお
客さまに、日本の文化に触れて、「日本にまた訪れたい」
という思いを抱いていただこうと、日本文化体験プログ
ラム「日本のおもてなし」を空港内で実施している。
　2014年4月からスタートしたこの企画では、季節感
も意識したプログラムを用意し、第1・第2ターミナルの
出国手続き前エリアで、七夕飾りや月見飾り、日本舞
踊や琴演奏などを実施している。さらに2016年4月か
ら出国手続き後エリアに「日本文化の体験コーナー」
を常設。着物の着付け、浮世絵版画刷り、書道や茶道、
甲冑の着装体験等を毎日体験でき、国際線間のトラン
ジットで来港されたお客さまにも、多様な日本文化に
触れていただけるようにしている。

ビジター・サービスセンターのレイアウト・提供サービス
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11

〈中央カウンター〉　
外国人観光案内所 

（ツーリストインフォメーションセンター）
旅行・チケット販売店舗（JTB）
Narita Airport Transit＆Stay Program 
受付カウンター

１

2
3

〈サービス店舗〉　
　 携帯電話・Wi-Fiレンタル、SIMカード販売
　 レンタカー受付、ミーティングサービス
　 ATM（海外発行クレジットカード対応）、自動外貨両替機
　 コインロッカー

4
5
6
7

〈観光情報の提供〉　
　 情報端末コーナー　
　 プロモーションスペース
　 パンフレットコーナー　
　 シーティングスペース

8
9
10
11

8

8

左／おもてなしアプリ
「TABIMORI」のトップ

ページ
右／日本の生活・文化
を分かりやすく紹介
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より強固な経営基盤の確立を目指すNAAグループでは、
非航空系収入であるリテール事業の強化・拡大が大きな課題のひとつ。

いわゆる“爆買い”の沈静化などの影響で、2016年度の売り上げは前年度を下回ったが、
訪日外国人の増加傾向に加え、

消費マインドの回復等により2017年度は過去最高の売上高を見込んでいる。

魅力ある商業空間でリテール事業拡大

到着時免税店など新たな取り組みも

972
844

全国主要SC売上高ランキング（2016年度）
順位 施設名  売上高（億円）

1 成田国際空港 1,086

2 御殿場プレミアム・アウトレット 853

3 ラゾーナ川崎プラザ（ビックカメラ除く） 774

4 ららぽーとTOKYO-BAY 749

5 ルクア大阪 726

6 ジョイナス（髙島屋除く） 635

7 ららぽーとエキスポシティ 537

8 テラスモール湘南 520

9 神戸三田プレミアム・アウトレット 507

10 玉川髙島屋SC（髙島屋除く） 497

出典：繊研新聞を基にNAA作成

2013年度

成田空港における免税店・物販店・飲食店売上高の推移
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成田空港は全国一の規模のショッピングセンター

　非航空系収入拡大の牽引役となるリテール事業は、
購買意欲の高い訪日外国人の増加に伴い、近年、好調
に業績が推移し、2015年度には空港内の免税店・物
販店・飲食店の売上高が1169億円と、2004年の民営
化以降最高の売上高を記録するなどNAAの経営を支
える大きな柱となっている。2016年度は、“爆買い”の
沈静化などの影響で、通期での売上高は前年度を下
回ったが、下期は新規店舗のオープンが相次いだこと
や、販売促進施策等の効果によって前年同期を上回
り、売り上げは回復基調にある。
　成田空港は、免税店や物販店、飲食店など約300店
舗が出店し、全国有数のショッピングセンター（SC）と
も位置付けられている。繊研新聞社が毎年実施してい
る「全国主要SC売上高ランキング」調査において、成田
空港は2016年度売上高1086億円で1位となり、2014
年度から4年連続で全国トップの座を保っている。

日本初の到着時免税店がオープン

　2017年度の空港内免税店・物販店・飲食店の売上
高は、過去最高の更新を予想している。これは、2016
年秋以降に相次いだ新規店舗のオープンや販売促進
施策等のプラス効果が年度を通じて見込めることや、
2017年度からの新たな取り組みである「到着時免税
店」の新規オープンなど魅力ある商業空間の創出を継
続していくことでリテール売り上げの拡大を目指すこと
によるものである。
　このうち「到着時免税店」は、2017年度税制改正を
踏まえて、国内空港で初めて成田空港に登場した。9
月に第2ターミナル本館2階の国際線到着エリアに「Fa-
So-La ARRIVAL DUTY FREE」が2店舗オープン。売り
場面積はそれぞれ約100㎡で、外国製の酒類とたばこ
を販売する。第1・第3ターミナルでも、2017年内のオー
プンを目指して準備を進めている。
　到着エリアに免税店が設置されることで、日本人・
外国人のお客さまには、免税品購入の機会が増え、こ

1,430
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NARITA Dining Terrace 国内空港初の「到着時免税店」も開業

れまでにない新たなショッピングスタイルを楽しんで
いただけるようになる。

新たな店舗や施策が続々登場

　2016年11〜12月には、第2ターミナル3階の出国手
続き後エリア内の免税店・ブランドモール「ナリタ5番
街」において、成田空港初出店となったCHANELと化
粧品・香水専門のCHANEL FRAGRANCE & BEAUTY 
SOUTH、BOTTEGA VENETA、さらに国内空港初出店
のPRADAの計4店舗がオープンしている。
　飲食店では2016年11月に、第1ターミナル中央ビル
4階の商業施設「エアポートモール」において、和食店
6店舗を集めた「NARITA Dining Terrace」（ナリタ ダ
イニング テラス）を新たに開業。6店舗のうち4店舗は
空港初出店となり、日本人だけでなく海外からのお客
さまからもご好評いただいているところである。
　このほか2017年度では、魅力ある商業空間の創出
として、第1ターミナル3階の出国手続き後エリアにおい
て、商環境のさらなる拡充を目指しリニューアル工事を
進めている。
　具体的には、出国手続き後の中央ビル、第1サテラ
イト、第2サテライト、北ウイング出国審査場正面、南
ウイング出国審査場正面の5つのエリアにおいて、店舗
区画の新設および周辺の環境改修を行うものであり、
店舗面積を約2400㎡増床し、飲食店5店舗、物販店6
店舗、免税店6店舗の合計17店
舗が2017年12月より2018年7月
までに順次オープンする予定と
なっている。
　エリアごとに、バラエティーに
富んだ魅力ある店舗を導入し、
搭乗前のショッピングやお食事
が「選べる」「見つかる」「楽し
める」環境を創出することで、よ
り満足度の高い商業空間に生ま

れ変わる。
　新たな店舗により、魅力ある商業空間に変化させ
ることで、引き続きお客さまサービスの向上につなげ
ていく。
　また、販売促進施策では、引き続き訪日外国人で
最も多い中国を中心に取り組みを強化している。中
国の電子決済ツール「Alipay（ 支付 宝 ）」「WeChat 
Payment（微信支付）」の利用促進に加え、販売促進
WEBサイトの開設、SNS「WeChat（微信）」や、Alipay
アプリ内アカウント「Discover」を通じて店舗・商品情
報等を中国に向けて発信している。2017年度もこうし
たツールを通じた情報発信を継続して実施しているほ
か、中国以外にもSNSのパワーブロガーや冊子等を通
じ情報発信を実施している。
　さらに、空港を利用される方だけでなく空港周辺
のお客さまも視野に入れて、年末年始の時期に、空
港全体で「ナリタエアポートセール」を開催しており、
2017年7〜8月には、7月28日の航空旅客数10億人達
成記念を銘打った「ナリタエアポートサマーセール」
を実施した。このほか、公式WEBサイトやFacebook・
InstagramといったSNSによる情報発信により、日本人
に向けて販売促進も強化しているところである。
　今後も、多様なニーズに対応した魅力ある商業空間
づくりを進めながら、空港全体の魅力をより一層高め
ていく。

第1ターミナル出国審査後エリアに17店舗が新たにオープン予定（完成イメージ）
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お客さまへのサービス品質向上と施設の有効活用を目指し、
成田空港はお客さまが行う手続きの自動化を促進し、

手続きに要する時間や待ち時間を短縮する「ファストトラベル」への取り組みを積極的に進めている。
その一環として新たに、自動手荷物預け機の導入も始まった。

サービス品質向上へファストトラベルを推進

日本初の国際線自動手荷物預け機も導入

　成田空港ではIATA（国際航空運送協会）が提唱す
る「ファストトラベル」の推進に向け、積極的に展開を
進めている。2016年6月には第1ターミナル南ウイング
で、共用自動チェックイン機の更新やチェックインカウ
ンターの再配置、案内表示板の一新などを行った。こ
れに続いて2017年3月30日には、第1ターミナル北ウイ
ング出発ロビーに、国際線としては日本初のセルフサー
ビス型の自動手荷物預け機を導入した。
　新たにチェックインカウンター内に設置された4台の
自動手荷物預け機は、エールフランス航空、KLMオラ
ンダ航空、大韓航空の3社（2017年10月末時点）のお
客さまが利用できる。これまで預け手荷物のあるお客
さまは、混雑が発生しやすい有人のチェックインカウ
ンターで手続きをしなければならなかったが、自動手
荷物預け機を利用する場合、チェックインカウンター
に立ち寄らずに保安検査場に向かうことができるよう
になった。

保安検査もスムーズに

　自動手荷物預け機の導入とほぼ同じタイミングの3
月29日から、第1・第2・第3全てのターミナルの保安検
査場で「ボディスキャナー」の本格運用を開始した。こ
の機器は、“ミリ波”と呼ばれる電波でのスキャニングに
より、金属物はもちろん、非金属製の異物なども検知
できるのが特徴。また、機器のモニター画面には、異
物を検知した場所がピンポイントで示されるため、検

査員によるお客さまへの接触検査も対象範囲を絞り
込める。これにより、高いセキュリティーレベルを保ち
ながら、スムーズな検査によるスピードアップと、お客
さまの検査への負担軽減につながっている。
　このボディスキャナーの導入は、お客さまのストレス
を軽減しながら高い保安レベルでの検査ができる「ス
マートセキュリティー」を実現していくステップのひとつ。
今後は新たな検査レーンの設置や保安検査場の拡張
工事などを行い、2019年度内での完成を予定している。
　このほか、訪日外国人が引き続き増加するのに対応
して、法務省入国管理局が成田空港での入国審査手続
きの迅速化を図ろうと、4月15日から第1・第2ターミナ
ルの入国審査場に「バイオカート」を導入したのも、ファ
ストトラベルにつながる新たな動きのひとつ。この機
器は、外国人が審査のために列に並んで待っている時
間を利用して、入国審査手続きに必要となる個人識別
情報を事前に提供してもらうためのもの。これにより、
ブースでのマンツーマンでの審査の所要時間が、従来
の概ね3分の2程度に短縮できるなど効果が出ており、
成田空港では官民それぞれの立場から、ファストトラ
ベルの推進を着実に進めている。
　これらのファストトラベルの推進は、ストレスフリー
な手続き等を実現することでお客さま満足度の向上に
つながることはもちろん、航空会社にとっては業務の
効率化や定時運航率の向上が図れるといった大きなメ
リットを併せ持っている。

本格運用を開始したボディスキャナーセルフサービス型の自動手荷物預け機
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身近な空の足として日本にも定着したLCC（ローコストキャリア）。
新たな需要を掘り起こし、これまでにない旅のスタイルも提供してきた。

成田空港では2015年4月に第3ターミナルをオープンするなどLCCの拠点化を進めている。
成田空港を発着する全旅客便のうちLCCが占める割合は、

2017年夏ダイヤ時点で初めて30％を超え、その規模はさらに増加傾向にある。

LCCネットワークがさらに充実

旅客便発着回数シェアは30％超に

17社が集結し多彩な路線を展開

　成田空港に初めてLCCが就航したのは2008年12
月、オーストラリアのジェットスター航空によってケア
ンズ、ゴールドコーストが結ばれたのが始まり。その後
2011年以降、韓国や東南アジアなど海外のLCCが続々
と就航。2012年には、本邦LCCのジェットスター・ジャ
パンとエアアジア・ジャパン（当時）が相次いで設立
され、この年は日本における“LCC元年”とも言われた。
そして2013年10月のPeach、同年12月のバニラエア、
2014年8月のSpring Japanの就航によって、本邦LCC4
社が集結する空港になった。
　その後、LCCのネットワークと運航便数は順調に拡
大し、2017年10月現在、成田空港には17社のLCCが乗
り入れて、国内13都市・海外20都市へ路線を展開する
規模に成長した。
　運航便数では、2017年度冬ダイヤ期初の時点で、
国際線と国内線を合わせた旅客便発着回数全体の
30.7％をLCCが占めるまでに至っている。国際線だけ

で見るとLCCが占める割合は18.4％だが、これが国内
線では71.4％に達している。2015年4月には第3ターミ
ナルをオープンさせるなどLCCの拠点化を促進してい
るが、2016年度の成田空港における国内線旅客数が
初めて700万人を突破し、前年度比5％増の721万517
人と開港以来の最高となったことにも、LCCが大きな
役割を果たしている。
　なお、2016年以降の海外LCCの動きとしては、3月
のティーウェイ航空、7月にはジンエアーがそれぞれソ
ウル線で新規就航。さらに2017年5月には、インドネ
シア・エアアジアXがデンパサール線で、10月にはエア
ソウルがソウル線で新規就航を果たした。
　本邦LCCも各路線で新規就航が相次いだ。バニラエ
アは2016年9月にホーチミン線（台北経由）、12月にセ
ブ線に新規就航。国内線では2017年2月に大阪（関西）
線と、成田空港からは初の路線となる函館線に新規就
航した。
　Spring Japanは2016年2月に、同社初の国際線であ
る重慶線・武漢線のほか、国内線は8月に札幌（新千
歳）線に新規就航。2017年1月には天津線とハルビン
線に新規就航している。
　ジェットスター・ジャパンは2017年6月に上海線に新
規就航した。さらに12月21日には成田空港からは初め
ての路線となる宮崎線に新規就航予定。LCCが大きな
牽引役となって、成田空港における国内線のネットワー
クがさらに広がっていく。

就航年月 航空会社 就航地

2008年12月 ジェットスター航空 ケアンズ、
ゴールドコースト

2011年  6月 エアプサン 釜山、大邱

2011年  7月 イースター航空 ソウル

2012年10月 スクート シンガポール
（台北またはバンコク経由）

2013年  7月 チェジュ航空 ソウル、釜山

2014年  3月 セブパシフィック航空 マニラ、セブ

2014年  9月 タイ・エアアジアX バンコク

2014年12月 香港エクスプレス 香港

2015年  4月 タイガーエア台湾 台北、高雄

2016年  3月 ティーウェイ航空 ソウル、大邱、済州

2016年  7月 ジンエアー ソウル

2017年  5月 インドネシア・エアアジアX デンパサール

2017年10月 エアソウル ソウル

海外LCC　就航状況

就航年月 航空会社 就航地

2012年  7月 ジェットスター・
ジャパン

香港、マニラ、台北、上海、札幌、
大阪（関西）、高松、松山、福岡、
大分、熊本、鹿児島、那覇

2013年10月 Peach 大阪（関西）、福岡

2013年12月 バニラエア
台北、高雄、香港、ホーチミン（台
北経由）、セブ、札幌、函館、大阪

（関西）、奄美大島、那覇

2014年  8月 Spring Japan 重慶、武漢、天津、ハルビン、広島、
佐賀、札幌

本邦LCC　就航状況

※2017年10月31日現在
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成田空港の“観光ゲート化”を目的に取り組んでいる「Narita Air ＆ Bus！」が拡大している。
2017年7月からは「東京ディズニーリゾートR」線が加わり、ラインナップが6路線に増えた。

また、圏央道と外環道の整備も進んでおり、高速道路網を利用した空港アクセスがさらに便利になっている。

「Narita Air ＆ Bus！」がさらに便利に

高速道路の整備により空港アクセスが向上

　海外・国内から成田空港に到着後、高速バスに乗り
継ぐことで観光地にダイレクトにアクセスする「Narita 
Air ＆ Bus！」。その取り組みは2015年7月のスタートか
ら、新規路線開設やダイヤ改正等を積み重ねて、拡大
してきている。
　日光線は2017年4月1日から、それまでの季節運行
を改め通年運行にするとともに、成田空港発日光行き
の便数を1日2便から3便へと増便した。世界遺産のひ
とつである日光東照宮陽明門の改修工事も終了し、国
内外からの観光需要が増加していることに応えたもの
である。
　また、7月1日からは、既存の「成田空港〜東京ディ
ズニーリゾートR」線がリニューアルし「Narita Air ＆ 
Bus！」に仲間入り。これにより、人気の観光地にダイ
レクトで行けるバスネットワークは、日光線、新潟線、
富山‐金沢線、京都‐ユニバーサル・スタジオ・ジャ
パンR線、富士山‐富士急ハイランド線と合わせて、
計6路線となった。
　「東京ディズニーリゾートR」線は、東京空港交通、
千葉交通、東京ベイシティ交通の3社によ
り、毎日往復32便（成田空港発18便、成田
空港行き14便）のダイヤを設定。ピーク時
間帯は約30分間隔で運行し、バスは「東
京ディズニーランドR・パーク」「東京ディズ
ニーシーR・パーク」をはじめ、ディズニー
ホテルやオフィシャルホテルにも停車する
ため、到着した当日はホテルでゆっくり過ご
されるお客さまにも便利な路線となってい
る。さらに、キャンペーン運賃も導入し、こ
れまでの片道2450円を1800円（小人半額）
に大幅に値下げした。同運賃は、成田空港
〜新浦安線にも併せて適用となる。
　昨年開設した富士山−富士急ハイランド
線は、大幅なダイヤ改正と停車地の見直し
により、7月15日から所要時間を最大60分
短縮。国際線の発着時間を意識したダイヤ
としたことで、訪日外国人のお客さまも利用

つくば中央IC

成田空港

圏 央 道

境古河IC 2017年2月26日
開通

大栄JCT
外環道

中央環状線
三郷南IC

高谷JCT
（仮称）

2017年度
開通予定

常
磐
自
動
車
道

東
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高
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道
路

中央自動車道

関
越
自
動
車
道
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北
自
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東名JCT
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大泉JCT

茅ヶ崎 JCT

松尾横芝 IC松尾横芝 IC東関東
自動車

道

しやすくなった。
　　　　　　　　　　　◇
　首都圏エリアの高速道路網の整備も進み、バスのみ
ならずマイカーでの成田空港へのアクセスや航空貨物
の物流の観点でも利便性が大幅に向上した。
　首都圏の広域的な幹線道路として環状に形成する
圏央道（首都圏中央連絡自動車道）は、2月26日に「境
古河IC〜つくば中央IC」間（約29㎞）が開通。これに
より北関東、上信越方面とのアクセスが向上し、観光
地としては日光・那須、川越などへの需要拡大が見込
まれているほか、群馬や栃木方面のバスアクセスの利
便性も向上した。
　さらに外環道（東京外かく環状道路）でも整備が進
んでおり、2017年度中には「三郷南IC〜高谷JCT（仮
称）」間（約16㎞）が開通する予定。これにより外環道
の東側が完成することになり、関越自動車道、東北自
動車道、常磐自動車道と東関東自動車道が接続され、
首都圏各所からの空港アクセスの選択肢がますます
広がり利便性向上が見込まれる。

高速道路の整備図


