
　　　 
 

2020/04/30 
成田空港手帳オンライン購入者アンケート結果 

 

 1.調査概要 

 
目的：成田空港手帳を拡大・発展させるため、潜在的なニーズを探る。 
期間：2020年4月下旬 
対象：成田空港手帳オンライン購入者の内、メールアドレスの有効な896名 
回答数：158名（4月30日現在） 

 

 2.結果 

 

 
※10代：4.4％、20代：8.2％、70代以上：3.2％ 
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Q.「いいえ」と回答した方の理由。（原文まま） 
・未定 
・気持ちは半々です。 
・まだ買うか考えてないです。 
・今年コロナでほとんどの店が休業して利用できなかった。 
・手帳としてのサイズが小さくビジネスマンにはA3サイズくらいがないと書ききれない 
・特典が期待外れでした。 
・どんなものかを見たいだけだったから 
・手帳の大きさが小さい 
・カレンダーのページが少なかったから 
・開いた時に閉じてしまう。ほぼ日手帳みたいのが良いですね。 
・現在のところ、2021年の成田方面への出張予定が未定であるため。出張予定が入ればもちろん購入します！ 
・開いた時に閉じてしまう。ほぼ日手帳みたいのが良いですね。 
・コンテンツが増えれば購入するかもしれないが、今年それなりに満足したので 
・友達は地域特典の成田パスポートを持っている。この手帳を持っている人にしか無いサービスがあったら良いと

思う。しかしこの手帳は仕事にも関わらず使えるので良かったです。 
 
 
Q.好きなページ、またはよく使うページを教えてください。複数回答可（原文まま） 

空港内で商品できるクーポンや空港周辺の撮影スポットの案内など 

比較的　書きやすい所 

施設案内 

成田空港を離発着している機種が載ってるページ 

航空会社が載っているページ、週間カレンダーになっているページ 

飛行機のターミナル 

尾翼マークが好きでよく見ます 

マップ 

就航都市　尾翼マーク 

空港・エアラインに関するデータ 

1ヶ月予定、大安などの暦、鉄道路線図など 

エアラインデータ 

エアライン情報 
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スケジュール 

ひこうきの撮影スポット・尾翼マーク 

コミュニケーション・空港施設・エアラインに関するデータ 

航空会社のコード番号 

空港内のショップ、レストラン、航空会社 

地域を知る、 

カレンダー、空港・エアラインに関するデータ 

尾翼マーク　空港、エアラインに関するデータ　空港施設　特典 

用語や英単語 

尾翼マーク 

尾翼マーク、航空機材ガイド、就航都市 

国際線就航都市情報 

諸外国の説明 

航空資料、コミュニケーションのページ 

就航エアライン尾翼マーク、航空機材ガイド、飛行機撮影スポット、空港のお仕事 

ダイアリーのページ 

空港・エアラインデータ 

好きなページは尾翼マークページ、よく使用ページはカレンダー、スケジュール記入ページ。 

いろんなエアラインの情報など 

成田空港図 

カレンダー 

カレンダー式予定表、資料コミュニケーション編、地域を知る編 

空港、エアラインに関するデータページ 

言語のページ、月別カレンダー 

各国の挨拶 

飛行機の機材ガイド　成田周辺バス路線図　成田空港からの各スポット　成田空港手帳特典　地域の情報　用語集

　ターミナル駅バス停明細図 

空港・エアラインに関するデータ、特典 

お店で使える6ヶ国語指さし会話帳 

飛行機の種類、特典を受けられる施設 

行事予定、成田空港の紹介 

航空会社ごとの尾翼が描かれているページ　手帳として使われるページ 

就航エアライン　尾翼マーク、航空機材ガイドなど 

主要空港ガイド、尾翼マーク、指差し会話帳 

ターミナル中の施設など 

周辺の観光情報 

成田空港手帳特典 

色々な国の飛行機 

コミュニケーションの各国の人の特徴のページ・週間カレンダーのページ上にある豆知識 

コミュニケーション 

週のページ 
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就航エアライン 

クーポン情報 

飛行機撮影スポット 

〇〇人はこんな人 

週間スケジュール。 

2月成田発で上海に行くつもりだったのですが、キャンセルになり利用できませんでした。 

飛行機の柄が載っているページ 

飛行機撮影スポットのページ 

月のページ 

月間予定表のページ 

エアライン一覧 

スケジュール 

尾翼マーク〜機材ガイド、コミュニケーション、オリンピック 

メモページ 

空港周辺アクセス情報 
スケジュール帳として使用 

空港・エアラインに関するデータ 

成田空港についての展開図 

空港施設、周辺バス路線、地域情報 

尾翼マーク、航空機材ガイド、飛行機撮影スポット 

①空港・エアラインに関するデータ②航空資料、地域情報 

タイミングが悪かった為、使用していない。 

メモ 

普通にスケジュールページを良く使う。 
それからメモも使う。 
あとは　飛行機が好きなので尾翼のイラストを良く見る。 

スケジュール 

成田周辺の情報が載っている 

成田の情報のページすべて 

空港周辺アクセス情報 

スケジュール帳として使用 

乗り入れ航空会社の紹介 

予定表 

空港内の店舗の割引 

1ヶ月のカレンダー 

月間n予定表 

週別 

カレンダー 

国内線就航都市データ 

空港・エアラインに関するデーター 

空港でお土産を買う際に使用したかった。年に４，５回（成田）、３，４回（羽田）使う 
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各航空会社の尾翼が描かれているページ 

飛行機の尾翼マーク 

就航エアライン尾翼マーク 

テナントのクーポン 

飛行機の紹介ページが好きです！ 

カレンダー予定表 

手帳内の資料編のページは全て好きです。 

成田国際空港内特典店舗一覧 

特典のページ（90～93ページ） 

一週間ごとの手帳欄、成田空港手帳特典 

空港で使えるクーポン券 

成田空港手帳特典。日々の最高気温、最低気温。データページ。就航エアラインページ。航空機材ガイドのペー

ジ。 

空港、エアラインに関するデータ 

成田空港国際線就航都市 

エアラインのページ 

空港コード 

宗教のそれぞれ 

いろんなエアラインの情報など 

空港・エアラインに関するデータの就航してる航空会社の尾翼イラストが描いてあるページ 

3レター一覧 

お店で使える6ヶ国語指さし会話ちょう 

航空・空港を知る 

エアライン尾翼マーク、航空機ガイド 

日別の予定表 

空港、エアラインに関するデータ 

スケジュール 

すべてのページ 

エアーライン関するデーター 

地域周辺の豆知識 

月刊カレンダー 

飛行機・空港関係 

スケジュール表。 

バス路線、季節のイベント 

年間予定月日の記入　＆　半分はいろいろな知識を得る情報源となる。 

スケジュール欄 

世界の飛行機の乗っているページ 予定を書くページ 
 

Weekly 手帳 

尾翼マーク、撮影ｽﾎﾟｯﾄ、就航都市 

年間カレンダー 
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尾翼マークの一覧 

尾翼マーク一覧 

週間予定表 

twitter 

いろんなエアラインの情報など 

成田空港周辺情報　旅客機の良く見える場所 

 
Q.具体的にどのようなところが気に入っていますか。（原文まま） 

手帳以外にも色々な特典が使える所 

書きやすい 

世界中の航空会社のマークが見れる 

デザイン、見やすさ 

割り引きなど 

知らなかった尾翼があるから 

空港情報 

何より表紙、カバーです 

デザインと空港や周辺データ 

暦が1ヶ月予定な中に書かれていること 

細かさ 

就航している航空会社がわかる。 

記入がしやすく、見やすいところ 

撮影場所が分かりやすく説明されています。 

解りやすく便利でとても使いやすいです 

表紙 

空港近辺の施設、ショッピングセンター 

成田空港周辺の情報がわかりやすい。 

カレンダーはシンプルで使いやすい。 
空港や航空機が好きなので、そのページを見ることが楽しい。 

とにかく飛行機大好きなので成田手帳で日々勉強できるところ 

その様な分野があるんだというところ 

空港の脇を通過する時にみた飛行機の確認 

すぐに飛行機の写真が見られるところです 

成田空港に特化した手帳で便利です 

うなりくんのシールや成田の観光地 

ちょっとした知識や、海外の方とのコミュニケーションを取るためのツールとして勉強させて頂いています。 

飛行機に関する商品が好き 
豆知識みたいなのが面白い 

成田空港の事だけではなく、用語集とかお店で使える会話帳まで載ってるところ 

マンスリータイプは見やすく、使い易いです 

成田空港近隣の自治体の方々ならではのマニアックかつローカルな情報満載なところ 

いま、それを探しているところ。 
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航空会社が一目でわかりカラーでわかりやすい。 

割り引きが有る 

空港に行けないとき、ぼーっと見ている。 

表紙のデザインがとてもステキでした。 

月カレンダー式予定表のついているこの大きさの手帳が少ないので、助かります。　あと指差しコミュニケーショ

ンは、助けられる事があって、ありがたいです。 

機材ガイドや撮影スポットの情報は、いつ見ても何度見ても楽しくてワクワクする 

各国の基本的な会話例が載っているところ 

空港手帳ならでは 

詳しく地域の情報や飛行機の機材ガイドやバス路線図が載っている所です。 

空港に遊びに行くときに便利 

航空会社情報 

役に立つから 

飛行機に関係している（周辺情報、外国につながること）等、いろいろな情報を紹介しているところ 

入力のしやすさ 

成田空港や飛行機について詳しく知れるところ　成田空港で割引ができるところ　 

カラー表示で分かりやすい。 

飛行機に関することが載っていたり、外国語に触れられること 

詳細でわかりやすい 

乗り継ぎ時間がありその時周辺観光するのに便利だから 

各ページにある豆知識 

特典が受けられるから 

割引 

ページを開くと海外旅行がスタートする感じが好きです 

成田に飛行機見に行った時、どこの飛行機かすぐわかる、最高です 

成田空港に就航している航空会社とその飛行機、各国の空港への所要時間等が載っている事 

各国の人柄コラム 

その日の過去の出来事 

カラーのところが良い。 

簡易的だか機能的な部分 

飛行機を楽しめるポイントが載っているから 

国ごとに違いがあっておもしろい。 

手帳の大きさや使い勝手の良さ。 

利用してないのでわかりません。 

飛行機の柄を見ていると楽しいから 

飛行機撮影する時の参考になるので。 

予定を書き込みやすい 

まず、見た目がカッコイイ 

デザイン 

特に飛行機の事が知れる。 
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飛行機や空港をかんじられる 

パスポート風のデザイン 

空港限定 

都市コードなどの空港情報が参考になる 

予定が記入しやすい 

外出時の参考と出発までの時間潰し。 

飛行機ウォッチングが楽しくなります 

①フルカラーで見易いところ、情報量が多いところ②情報量が多いところ 

成田のことが載っているところとクーポンがあるところ 

デザインと成田に住んでて成田の手帳を持っていると言う特別な感じが気に入っている。 

割引つき 

表紙がかわいい 

内容もそうだが、なによりもカバーがカッコイイ 

表紙 

パスポート風のデザイン 
空港限定 

飛行機デザインも載っていて見ていて楽しい 

記入欄が多い 

お得になるところ 

トリビアが載っている・尾翼マークが載っている・空港のお仕事が載っている・世界の飛行機情報がわかる 

ブロック型で見やすい 

毎日、過去その日の何があったかが分かり勉強になります。 

成田空港のこれまで知らないところが書かれている 

最長滑走路 

わかりやすい 

手帳が使いやすい 

表紙のデザインから全て 

空港の事や外国の人の特徴、成田周辺の事のプチ知識が得られる 

航空会社がよくわかる 

よく行くお店のクーポン 

手帳のデザイン、気に入ってます。 

成田空港特有のページがあり面白いところ 

成田周辺が詳しくわかるところ 

成田空港を利用する際、手帳をみて店舗を選ぶことが多いのでそこが良いと思います 

空港内及び周辺のホテル等で利用できる特典があり、私のような長期出張者にとっても有効活用ができ、よく利用

させていただいたから。 

記入しやすい。また、空港で使用（購入）する時の割引き等 

就航エアラインのページを見ているとわくわくします。各国の気質のページは特筆すべきところだと思います。 

海外航空機に興味があるので、尾翼マークの絵 

成田空港からどこの都市に直行便があるのかと所要時間がわかる 

飛行機が好きなので、見ているだけで楽しくなる 
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お客さんを案内する時に使える 

販売時に活用 

割り引きが有る 

色々な航空会社を知ることができる 

成田空港の情報が細かく書いてある 

海外旅行に行く時に参考になりました。 

資料が役になった 

成田空港で飛行機を見ている時に参考になります。 

トリビアやできごとの記載 

世界への旅気分になれる 

コンパクトで使いやすい 

成田空港とその周辺情報が豊富 

尾翼マーク 

空港周辺の情報を得ることが出来る。 

月曜日から始まるところ 

どちらも好きでかつて従事していた為 

従来使用していたものと同様。 

知りたいことをネットで調べなくてもよいところ 

昔は東京で仕事したり、居住したりしていたため今の都会の変化を知ることができる。 

使いやすいこと 

今まで自分が乗ったことある飛行機を探したり、予定も書きやすいので 

Weekly 手帳豆知識 

役に立つ 

見開きページで２年分のカレンダーが見れるところ。 

お気に入りの航空会社を見つけたい 

空港で飛行機を眺めるのが楽しくなるところです。 

見やすい 

情報がはやい 

エアライン情報があるところ、親子で楽しめるから 

割り引きが有る 

成田空港周辺情報 
 
 
Q.好ましくないページ、または必要と感じないページを教えてください。複数あればすべて記
入してください（原文まま） 
もっと空港案内が欲しい 

自治体情報 

私は月の予定が一度に書けるページが有れば十分で2週間の見開きはあまり必要ではないですが人それぞれなので… 

観光地一覧 

ウィークリーのページ、カバーを可愛らしいのものやバリエーションを揃えて欲しい 

空港オタクなので、不要なページは無いと思います 
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特にありません。必要がないように思えても、へぇ〜と思って読んでしまう。 

千葉県民手帳を使用しているが、2冊は要らない。二つを併せて欲しい。 

すごく使いやすいです。 

しおりのヒモの追加、路線図・地図の場所の集約化されていると、もっと便利です。 

地域情報 

自治体のマスコット紹介 

指差しのページはなくてもいいかも知れないです　実際に使用する場面に遭遇していないからかも知れないのです

が、、 

居住エリアがセントレアに近いところなので成田市周辺情報がわたしには必要なかった。 

アジアの情報ばかりでヨーロッパの雰囲気が欲しい 

成田近郊の主要企業のページ 

オリンピック 

日付だけのページは使わない 

成田の路線図 

成田周辺情報 

特になし(個人的には、週間カレンダー部分は使っていません) 

自治体。地域情報など。 

空港の仕事内容とかは要らないと思った。 
自分も空港勤務であったが　欲しい人は以外とマニアな人も多いのでは？それを考えると　その辺の空港の本に

乗ってるような当たり障りのない期待はずれの内容だったし　興味のない人は全く見ないと思う。 

オリンピックの情報 

もう少しカレンダーのページ増やすべきだと思う 

地域の高校は不要 

カレンダーページ 

成田周辺バス路線 

週刊カレンダー 

暴力・各種犯罪にかかわるサイト 

●●人はこんな人 

goo, ハフィントンポスト 

 
 
 
Q.具体的にどのようなところが好ましくないですか。（原文まま） 
 
遠くに住んでいるため、関係がない。（自治体情報） 

あまり頻繁には訪問できませんので。（観光地一覧） 

ウィークリーのページがあると厚みが出る、カバーは地味なデザインしかないところ 

割り引きがある　もっと増やして欲しい 

資料内容も充実しているので、しおりをもう一本追加あると、嬉しいです。 
路線図、地図を手帳最後部にも追加・集約されていると、もっと便利です。 

特に興味がない（地域情報） 

飛行機、空港関連との牽連制が不明（自治体のマスコット紹介） 
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わたしには成田周辺の情報は必要なかった（遠方に住んでいるため） 

全体にアジア的でヨーロッパの雰囲気が乏しいしチープな感じが好きではない 

好ましくないわけではないが、自分としては、あまり必要性を感じない（成田近郊の主要企業ページ） 

スケジュール（オリンピック） 

必要がない（日付だけのページは使わない） 

小さくて見えない（成田の路線図） 

空港しか行かないから（成田周辺情報） 

特になし(週間カレンダーは二重管理を避けるため使っていません) 

空港の情報に特化して欲しい。（自治体。地域情報など。） 

空港の仕事内容とかはもっともっと奥が深いが　適当に説明されている感じで中途半端だ。 

オリンピックに興味ないし、反対の立場なので見たくないから。（オリンピック情報） 

あまり実用的でない（地元高校） 

もう少しページ数があれば尚良かった。（白紙のページ） 

月間スケジュールは要らない 

私には適切ですが、年代によっては字が小さいとおっしゃる方がいるかもしれません。ただし、手帳のサイズはこ

れ以上大きくしてほしくないので、私はこのままが希望です。 

割り引きがある　もっと増やして欲しい 

成田空港を中心にした周辺バス路線にしていただきたい（成田周辺バス路線） 

使わないので（週間カレンダー） 

犯罪や悪質な行為が増加する（暴力・各種犯罪にかかわるサイト） 

文化や宗教の情報は良いと思いますが、こういう人、というような切り口がステレオタイプを作るようであまりス

マートじゃない感じがします。 

嘘や間違い、煽るような見出しが多い（goo,  ハフィントンポスト） 

割り引きがある　もっと増やして欲しい 

 
 
Q.その他に、手帳についてご意見がありましたら、なんでもご記入ください。（原文まま） 
コロナの影響で、今使ってないけど、次回はもっと　使い易いといいなぁ。 

歳の早見表がついてると重宝する。 

表紙のバージョンを増やしてほしい 

情報追加 

もう少し字が大きいと良いと思いました。　老眼には小さく見にくいです。 

特典の使える店舗に情報が伝わってない 

成田空港の回りには自然に溢れた撮影場所が沢山あり気に入っています。成田空港が大好き、成田空港に離着陸する

飛行機が大好きなのでこの手帳を見つけたときは迷わず購入しました。 

年齢早見表も欲しいです。一般的ですが 

２冊買って、１冊はドイツの娘へ送りました。成田、結構利用するので。 

現在の形式が気に入っています。カバーのデザインを募集で決めるのはいかがでしょうか。 

もっと空港に関するページが欲しい。又空港施設などの特典が魅力なので、たくさん増えると嬉しいなぁ。 

お店の提示頻度の調査とスケジュールアプリとうなりくん符箋など 

しおりのひもを増やしてほしいです 
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いつも売り切れてしまうので郵送で購入しますが、もう少し多くの店舗などで購入できると便利ですね。 

持ち運びやすい大きさで重宝しています。また、スケジュール以外の便利な機能を持っている手帳はあまりなかった

ので、今年初めてつかっていますが、来年以降もまた購入したいと思います。 

娘に購入。 
航空関連の専門学校に通っているのでプレゼント。 

サイズが少し小さいのでA5サイズも作ってほしいです。路線図は東京が詳しく載ってるのもほしいです。月毎のカレ
ンダーのページと週間のページがあるのはすごく使いやすいので来年のもこの形にしてほしいです。 

手帳の概念を覆す、楽しい手帳です。車中暇な時間に手帳を眺めています。これからも斬新な手帳を楽しみにしてお

ります。 

地元の方々ならではの情報がコンパクトにまとまっていて、読み物としても面白いです。空港情報も、ネットで探す

ことはできますが、ここまでまとまったものは、紙でも十分便利です。私は運良く購入させていただきましたが、周

りの飛行機オタク達も欲しがっていました。大変好評なので、ぜひ継続発行していただきたいです。 

成田空港内をもっと詳しく説明してほしい。お店、施設、銀行、免税店等々。飛行機内で使う手帳と一緒にしてほし

い。 

手帳のデザインも今回は気に入ったので購入しました。うなりくんのシール特典も好みででした。うなりくんが成田

空港に来る日などの情報が手帳に載ってたら嬉しいです。 

とても使いやすいです。是非まただしてください 

読み物としても、とてもいい物です。 

・空港内のフロアガイドもあると嬉しい 
(QRコードでアクセスしなくても、手帳の中にあるともっと楽しい) 
・空弁や成田ならではのグッズ情報があると嬉しい 
・キャンプ場の情報が載っていたのはとても嬉しかった！ 

飛行機の写真も載せてほしいです。(ページの20～22ページ)みたいに(ページの15～17ページは尾翼マークだけなの
で) 

メモが使いづらいので、もう少しサイズが大きくてもいいかもしれないです 

今年は手帳に記載されている特典は、コロナの影響であまり活用できないのが残念。 
一年だけの特典は短い気がします。 

バリアフリーにも気を使っていただくとありがたいです。 

すごく面白いと思いました！普通の手帳と変わらない値段であの豊富な内容は本当にありがたいです。学生でも手を

出しやすい価格でした。 

もう少し軽いといい。 

セントレアが近いので中部でも手帳があればいいのに‥と思った。 
手帳購入をキッカケに成田から旅行にと思ったが、今回コロナでセントレアすら利用する機会が無くなってしまいと

ても残念だった。 
成田とは違うエリアなので、飛行機の豆知識など充実させて欲しい。 

毎年購入したいのですが、販売時期になりましたらメールなどで連絡していただければと思います。 

成田空港のフロアマップがあると良いです 

もっとエレガンスな成田のイメージが欲しいです 

2021予約したいです 

○○人はこんな人、のページは来年は今年のページとは違う国の人の情報が良いと思う。(初めて購入する人には今年
の手帳に載っている近隣の国の人の情報の方が魅力的だと思うが、リピーターにとっては同じ内容だと面白くないか

らという理由です。しかし、初めて購入する人の事を考えると悩ましいですね)。 
また、「この国に行ったらコレはタブー」みたいな豆知識があったら良いと思う。 

もう少しマニアックなものを期待していました。 

成田イオンでも使える割引率が欲しいです。 

単位の換算にノットも入れて欲しい。 
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TO DO LISTや一日の格言がほしい 

今年購入して利用できそうにないので、2021年の手帳を購入する時に手帳代の割引があると嬉しいです。 

送料がかかるので本体価格をもう少し安くするか送料無料にしてほしい 

来年の手帳も期待しています。 

飛行機のチケットを貼れたりするページがあると良いと思った 

元号と西暦の年齢早見表が欲しい。それと円と外国通貨のレート(ざっくりでも良いので) 

もっと突き詰めて欲しいと思いました 

今年以上の良い手帳を待っています 

日本地図、世界地図を載せてほしい。 

アドレス帳のページが２、３ページほしい 

手帳として便利に活用しております。旅行の際も必ず携帯しております。欲を云えば世界地図と観光地の紹介と地

図、路線図、人気のスポット、各国の日本大使館情報、旅行の際の忘れ物チェック表等実用的なものも掲載して頂け

ればと思いました。旅の便利帳的な機能も伴うとより興味が湧きます。 

大きさといい内容といいデザインといい、今の仕様が気に入っています。1点だけ、ペンホルダーが無いのが残念な
ので、来年はつけてくれると嬉しいです！ 

個人的には、カレンダーが二つある(週間と月間)と管理が煩雑になるので、開いて一目でその月の予定が見える、マ
ンスリーの方が使いやすいです。また、これも個人的になのですが、出来れば日曜始まりの方が使いやすいです。 

●手帳を持参しなくても特典を得られるようにして欲しい。（カード、アプリなど） 
また、特典を得られる店舗が増え、協力店舗がわかりやすくなって欲しい。 

●サイズのバリエーションがあっても良いのでは。 
●成田発着時刻表があると良いのですが。 
◎上記叶えられたら購入させていただきますので、期待します。 
毎年手帳は10月に購入します、そのころまでには欲しいですね。 
ウイルスに気を付けて来年が良い年になるように、より良いものを作ってください。 

空港周辺のホテルの得点や　空港外の得点をもっと増やして欲しい。 
それを期待していたが　空港内ばかりだったので残念だった。成田に住んでる人はわざわざ空港に行って買い物はあ

まりしない。 

ぜひ来年も商品化を、そして成田空港へ持参するためだけでも良いから行きたいなと思わせるプロダクトを世に送り

出してください。 

今年以上の良い手帳を待っています 

非常にユニークです、続けてください。飛行機マニアには貴重です。 

カバーの素材をもう少し高級にしてほしい。色合い等も含め。 

IT化が進む中、他とは何かインパクトがある物が良いかと思います。 

特典を利用しようとして断られた（売り切れ、メニュー終了、など）ことが何度かありました。 

コンテンツ内容の充実 

2021年度版も楽しみにしています 

可能であれば（要望が多ければ）、黒無地の手帳が欲しい。来年は手帳特典をより充実させてもらいたい 

来年度版の販売楽しみにしています 

手帳特典で手帳を提示してもお店の人全員が分かっていなくてここは使えないと言われることがある。もっと使える

お店では店員全員に手帳特典を徹底してほしい。 

購入してからコロナ騒ぎで好きな成田空港に遊びに行けなくて残念です。 
月に一度は主人と二人で食事に。 
早く終息してまた飛行機を見ながら食事を楽しみたいです。 

もう一回り大きなサイズがほしいです。 

次回は、今回に無い、新たなコンテンツに期待しています♪ 
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観光地紹介は、空港・駅から目的地〇〇まで約〇分　バスで〇〇円　タクシーで約〇〇円と表記すると初めての方は

観光しやすいのかと思います。 

成田空港手帳はとても良い企画だと感じます。空港関係で働く人も成田方面へ出張する人にとってもこの一冊で様々

な空港内・地域情報等を知ることができますので、来年は更にバージョンアップした手帳となっていることを期待し

ております。 

カレンダー等、月曜始まりになっていますが、日曜始まりも作ってほしい！ 

2020年版の件があったので既に検討されていると思いますが、最初から通販での対応をお願いできると助かります。 

楽しい手帳です。 

今年は手帳の特典割引も使って、成田空港または周辺に何度も遊びに行くつもりでしたが、コロナの問題で行けそう

にないのが残念です。でも、2021年も手帳を購入するつもりなので来年は何度も遊びに行けるような世の中になって
いればいいと心から思います。 

仕事中に持ち歩きたいのでポケットに入るようもう一回り小さいのにして欲しい 

とても使いやすいです。是非まただしてください 

もっと色々なページがあってもおもしろいと思います。 

スケジュールを書く時、日曜日始まりも発売してほしいです。 

現在様々な状況下にあるが必ず出版して欲しい。 
必ず年内に届くように予約を受け付けて欲しい 

全て気にいっています。変えずに来年も宜しくお願い致します。 

もう少し大型のものなどサイズ違いがあってもよい 

メモできるページ数をふやして欲しい 

羽田空港も載せて欲しい 

うなり君を一杯登場させてほしいです 

価格がもう少し安ければよいのだが。 

文字の大きさ！小さい！　高齢化してきて見にくい方が多くなると思います。 

今年はなかなか海外に行く予定や国内旅行また近場でのレジャーが出来ずあまり、予定をかけないのが残念です 

成田検定のようなQ &A があれば面白い 

コロナの影響で、まだ成田空港に行けてません。 

航空マニアの主人も喜んでおりました。 

月間カレンダーのみでいいので、もう少し薄くして欲しい 

コロナの影響で海外旅行が難しい状況となり予定がキャンセルになったので寂しく思っています。成田手帳は見てる

だけで旅に出かける気分になれて楽しいので、2021年も期待しています。 

日曜日始まりにしてほしい 

航空会社の数とロゴ、航空、特に整備や管制など空港ならではの用語集を更に充実していただけたらまた買いたい。 

表紙がもう少しバリエーションがあるといいです。 

とても使いやすいです。是非まただしてください 

旅客機がよく見える場所の情報が更に欲しい 

 
 
 

 
以上 
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