
成田市観光協会公式サイトＦＥＥＬ成田をベースにした 
観光協会による情報提供の実験 

 
ＦＥＥＬ成田とは 
 成田市観光協会公式サイトとして、平成１５年にスタート 

平成２０年１０月に大幅リニューアルを実施 
以来、５年間の積み重ねで年間２００万ページビューを持つようになった 

 
■実際にはサイトがどのように使われているか？  

 ・成田をデスティネーションとして意識している観光客 
 ・問合せ応対用ツール 
 ・各種実行委員会の活動支援 

  ↓ 
単なる情報提供サイト 
  ↓ 
観光情報データベースとして機能している 

 
ＦＥＥＬ成田の機能を用いた実例ご紹介 
■Ｆｌｙ ｔｏ Ｎａｒｉｔａキャンペーン 

外国人を対象にしたキャンペーン。 
日本に興味を持つ外国人応募者に対して日本への往復航空券と成田での宿泊を提供

するというキャンペーン。ＦＥＥＬ成田の英語ページで紹介・受付を実施し、実際

に２００名の応募、５，０００ページビュー。 
 
■アクセスフリー成田 

主に外国人を対象にした、モバイル端末のＷＩＦＩ機能提供サービス。 
成田山表参道の店舗が、自社のネット回線をアクセスフリー成田に提供している 

 
■ＡＲ 

ＡＲアプリを使った、新しいガイドブック。 
成田空援隊という官民一体との若者がメンバーの団体が提供している、ＦＥＥＬ成

田の情報データベースを活用したガイドサービス。 
 
ＦＥＥＬ成田の特徴 

観光案内所の職員が、コンテンツを作成している。 
その理由は、案内所の職員がお客様が聞きたい質問をよく感じ取っているため。 
観光協会の役割の大部分は、情報提供にある。それを強化することが、お客様への

最高のおもてなしだと考えている。 
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成田市観光協会成田市観光協会成田市観光協会成田市観光協会のののの沿革沿革沿革沿革

昭和60年1月 新東京国際空港(現成田国際空港)第1回新春航空安全祈願祭を開催

昭和59年8月 社団法人認可取得 法人設立

昭和60年5月 平和大塔建立記念第1回平和大塔まつり奉納総踊り開催

昭和61年3月 成田市が国際観光モデル地区の指定を受ける

昭和63年4月 成田観光館オープン。管理運営受託

平成6年4月 第1回感動成田劇場(現成田太鼓祭)を開催

平成3年2月 第1回不動の大井戸復元茶会を開催

平成10年10月 第1回門前町サミット

平成13年6月 仲町電線地中化工事および道路改修工事完成平成13年6月 仲町電線地中化工事および道路改修工事完成

平成13年11月 第1回成田山公園紅葉まつり開催

平成14年10月 宗吾様350年事業として宗吾霊堂内に紫陽花を植樹

平成15年10月 公式ホームページを「FEEL成田」としてリニューアル

平成16年4月 市制50周年記念「山車まつり」開催

平成16年3月 表参道電線地中化工事および道路改修工事完成

平成17月7月 第1回うなぎ祭り開催

平成18月6月 第1回宗吾霊堂紫陽花まつり開催

平成20年4月 成田山開基1070年祭記念大開帳キャンペーン実施

平成19月11月 成田山総門奉修

平成21年3月成田太鼓祭、ふるさとイベント大賞(地域活性化センター主催）優秀賞受賞
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成田市観光協会成田市観光協会成田市観光協会成田市観光協会のののの沿革沿革沿革沿革

平成21年11月 全国町並みゼミ佐原成田大会開催

平成21年5月成田山開運不動市開催

平成23年7月チケット共同購入サイト「ポンパレ」からNARITAチケットを発売

平成23年10月 東北復興支援「成田市民号」を実施

平成23年10成田市観光宣伝レセプション（旭川・札幌）を実施

平成25年4月 一般社団法人認可を取得 法人格を一般社団法人に変更
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成田市観光協会加盟４４６社（ 平成２５年３月現在）が
一体となって

(1) 入込客数の拡大と年問を通しての安定的集客

(2) 来訪者を満足させる感動や癒しをもたらす観光地づくり

成田市観光協会成田市観光協会成田市観光協会成田市観光協会はははは
賑賑賑賑わいにわいにわいにわいに溢溢溢溢れれれれ、、、、魅力的魅力的魅力的魅力的でででで集客力集客力集客力集客力のののの高高高高いいいい観光地観光地観光地観光地づくりをめざしていますづくりをめざしていますづくりをめざしていますづくりをめざしています。。。。

(2) 来訪者を満足させる感動や癒しをもたらす観光地づくり

のために多彩でユニークな活動を続けています。

いまでは年間１２００万人を超える入れ込み客数をかぞえています。
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成田市観光協会成田市観光協会成田市観光協会成田市観光協会のののの活動活動活動活動はははは
会員会員会員会員ボランティアによってボランティアによってボランティアによってボランティアによって構成構成構成構成されるされるされるされる専門委員会専門委員会専門委員会専門委員会をををを中心中心中心中心にににに運営運営運営運営されていますされていますされていますされています。。。。

総務委員会

SP 委員会

エアポート振興委員会

キャンペーン委員会

総会

成田市観光協会組織図成田市観光協会組織図成田市観光協会組織図成田市観光協会組織図

成田市経済部
観光プロモーション課

花まつり踊り委員会

祭礼委員会

フラワー委員会

成田太鼓祭委員会

キャンペーン委員会

IT委員会

うなぎまつり特別委員会

理事会

三役会議

事務局

会長・副会長・
専務理事・総務委員長
事務局長
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成田山の門前町として、訪れる人をいつも明るくおもてなしするために
“成田四季彩祭”をテーマに年間を通して季節に応じた催しを用意することで癒しや感動を提供しています。

1. 各種催事各種催事各種催事各種催事のののの企画企画企画企画とととと運営運営運営運営
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観光都市「なりた」の競争力をさらに高めるため、新しい観光コンテンツの開発に力を注いでいます

成田太鼓祭成田太鼓祭成田太鼓祭成田太鼓祭

紫陽花植樹紫陽花植樹紫陽花植樹紫陽花植樹

従来の成田山参詣客に頼らない新しい客層を呼び込むために、
「感動成田劇場第1幕」として平成6年にスタートしました。
以来25幕を重ね、今では2日間で20万人を越える動員力を持ち、
全国から注目を集めるイベントに育ちました。
平成２０年度ふるさとイベント大賞優秀賞を受賞しました。

新しい名所づくりを目ざして宗吾霊堂に成田市の花、紫陽花の

２２２２ 新新新新しいしいしいしい観光観光観光観光コンテンツのコンテンツのコンテンツのコンテンツの開発開発開発開発

新しい名所づくりを目ざして宗吾霊堂に成田市の花、紫陽花の
植樹を続け、７０００株もが花をつけるあじさい園が誕生しています。

ここを中心地とした6月の「紫陽花まつり」は春の「梅まつり」秋の「紅
葉まつり」と合せ、日本の四季をめでる催事に育てています。

古くから成田山参道で、印旛沼や利根川の名産として提供されて
きた「うなぎ料理」を再評価して、「食」の面からも成田の魅力を
アピールする働きかけを続けています。

「「「「うなぎのまちうなぎのまちうなぎのまちうなぎのまち‐‐‐‐成田成田成田成田」」」」
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３３３３ 季節季節季節季節のののの花花花花々々々々によるによるによるによる景観整備運動景観整備運動景観整備運動景観整備運動

「おもてなしの気持ち」を季節の花で表わす運動を表参道全店の参加で29年近く続けています。
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４４４４ 共同販促共同販促共同販促共同販促プロモーションのプロモーションのプロモーションのプロモーションの企画運営企画運営企画運営企画運営

うなぎ祭りイベント

観光消費を共同で向上させる販売促進プログラムや「おもてなし」の周辺情報を随時提供しています

1070円コレクション

情報共有リーフレット(月刊)「なりたあれこれ」の発行 歓迎ビラの配布

ＷＥＢキャンペーン
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５５５５ 集客拡大集客拡大集客拡大集客拡大プロモーションプロモーションプロモーションプロモーション

繁華街やイベントへキャラバン隊を派遣し、集客キャンペーンを随時行っています。

ダイレクトプロモーションダイレクトプロモーションダイレクトプロモーションダイレクトプロモーション

各種メディアへのニュース素材の提供や積極的な取材対応により、成田の観光情報の継続的な
発信を図っています。

メディアプロモーションメディアプロモーションメディアプロモーションメディアプロモーション
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６６６６ 公式公式公式公式HPHPHPHP「「「「FEELFEELFEELFEEL成田成田成田成田」」」」のののの運営運営運営運営

観光情報満載の５ヶ国語のホームページを運営し、フレッシュな情報をインタラクティブに発信しています。

年々閲覧数も増加し、平成２４年度の閲覧ページ数は
200万ページを超えました。

FEEL成田 各国語版
日本語版
英語版
中国語（簡体）版
中国語（繁体）版
韓国語版

FEEL成田成田成田成田トップページトップページトップページトップページ

会員社の営業を直接支援する簡易簡易簡易簡易HP「「「「マイページマイページマイページマイページ」」」」
すでに１５０をこえる会員社に活用されています。

メールマガジンメールマガジンメールマガジンメールマガジン
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７７７７．．．．成田国際空港成田国際空港成田国際空港成田国際空港とのとのとのとの連携連携連携連携

日本の表玄関成田空港を舞台に日本の伝統や文化を紹介することで、
観光商品としての「国際空港都市NARITA」の価値を高める活動、合わせて観光インフラとしての
空港機能の拡充を目ざす運動を続けています。
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８８８８ 成田観光館成田観光館成田観光館成田観光館、、、、市内観光案内所市内観光案内所市内観光案内所市内観光案内所のののの運営運営運営運営

観光案内の最前線で世界各地からのお客様の案内業務や日本の文化の紹介をしています。

山車の展示（観光館1階展示室）外国人向無料茶会サービス
（観光館２F和室）

観光館インフォーメーションカウンターポケットパーク(成田観光館）

市内観光案内所

無料インターネット端末の提供
(観光館１Fロビー）
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Access Free Narita
(アクセス・フリー成田)

一般社団法人 成田市観光協会



• 公衆無線LAN接続ターミナルは成田市内の観光地/商業施設、
周辺ホテル、成田空港/案内所に設置

• 観光客はスマートフォン・タブレットなどのモバイル端末で
公衆無線LANを無料で利用可能

• 公衆無線LANに接続すると周辺の観光情報に自動的にアクセス
• 外国観光客向けに英語の情報を提供

独自の公衆無線LANを構築して、インターネットによる
観光ガイドサービスを提供

Access Free Narita (アクセス・フリー成田)とは



アクセス・フリー成田システム全体図

FEEL成田
Webサーバ

インターネット

公衆無線LAN
ターミナル

スマートフォン
タブレット

・・・

・・・・・・・・・・・

・・・

利用場所・ユーザに適
したコンテンツを配信

すべてのターミナルを
つなぐネットワーク（線）

各事業所様の協力によ
るターミナル設置（点）

観光客（ユーザ）

・・・・・・・・・・・



アクセス・フリー成田全体イメージ

観光地/商業施設 周辺ホテル

空港/案内所

次の観光地への誘導
による回遊の促進

観光客にとって、使い易く
魅力度の高い観光情報の提供

寄り道観光に便利な機能
（地図やクーポン等）の提示



アクセス・フリー成田接続イメージ

（iPhoneの場合）

①「設定」を

タップします。
②Wi-Fiの「オ
フ」をタップしま
す。

※「オフ」以外の
場合は③の操

作は不要です。

③Wi-Fiを
「オン」にし
ます。
一覧に
Access_Free_
Narita
が表示され
ます。

④一覧にある
Access_Free_N
arita
をタップします。
FEEL成田のアク
セスポイントに接
続されます。

⑤接続後

初めてブラウザを
起動するとFEEL
成田が自動的に
表示されます。
（画面は
イメージです）



公衆無線LANの運用について

公衆無線LANターミナル
およびスマートフォン向け観光情報コンテンツ

⇒成田市観光協会から提供

設置場所およびインターネット回線
⇒設置場所協力者より提供



公衆無線LANターミナル機器
バッファロー社製 FS-HP-G300N

（公衆無線LAN専用機）

通信規格：IEEE802.11n/11g/11b
通信距離：約３0m
※通信距離は設置環境により異なります
寸法：124mm×142mm×24mm 

(幅×高さ×奥行）
質量：230g
最大消費電力：5W
1ヶ月あたりの電気代：約80円

設置は事業所のインターネット回線に
接続するだけで特別な工事は不要。



成田ビューホテル

成田東武ホテルエアポート

ホテル日航成田

成田エアポート
レストハウス

成田エクセルホテル東急

ANA
クラウンプラザホテル成田

マロウドインターナショナル
ホテル成田

成田ゲートウェイホテル

成田菊水ホテル

成田U-シティホテル

メルキュールホテル成田

成田ひがし屋ホテル

若松本店

ホテルスカイコート成田

コンフォートホテル成田

センターホテル成田

桐之家旅館

宗吾霊堂

アドミル

坂田ヶ池総合公園

成田ゆめ牧場①

航空科学博物館

イオンモール①ガーデンコート

イオンモール②スカイコート

イオンモール③フラワーコート

成田市場

成田空港 第1ターミナル到着ﾛﾋﾞｰ

成田空港 第2ターミナル到着ﾛﾋﾞｰ

成田空港 国内線到着ﾛﾋﾞｰ

ターミナル設置状況

ホテルエリア 空港エリア（予定）

その他施設

ターミナル設置表示



参道エリア



公衆無線LANターミナルのセキュリティ

① 既存の店舗、企業内ネットワーク(LAN)には影響ございません。
フリースポット利用者からLANにアクセスされる心配はございません。

② フリースポット利用者のメール送信を制限します。
迷惑メールの大量送信を禁止します。

③ フリースポット利用者の通信使用容量を制限します。
既存のインターネット回線に大きな負荷をかけません。

④ フリースポット利用者の有害サイトへのアクセスを制限します。（i-フィルター）
不適切なサイトへのアクセスを禁止します。

事業所内LAN

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

公衆無線LAN

公衆無線LANからは安全なインターネットへのみアクセスOK

ルータ

①公衆無線LANから事業所内LAN
（プライベートIP）へのアクセスは不可
事業所内LANは影響ありません

公衆無線LANターミナル 観光客のスマートフォンや
タブレット

②迷惑メールの大量送信を制限
③通信使用容量の制限
④有害サイトへのアクセスを制限


