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食べる、見
る、買う、歩く

成田観光ガイド

おすすめ体験1010選
を満喫！

江戸元禄から霊場として名高い成田山新勝寺と、
日本の空の表玄関である成田国際空港を併せ持つ国際観光都市の成田。

ここ成田ならではの魅力ある体験をお楽しみください。

ちょい旅 市川團十郎ゆかりの地めぐり

動画で見よう
「1992年の成田祇園祭」

成田祇園祭
7月7日（金）〜9日（日）
成田山表参道周辺、成田山新勝寺ほか

成田山新勝寺の御輿の渡御と10台の山車・
屋台が3日間にわたり市内を巡行し、踊り
とお囃子の競演が行われます。
7月7日〜9日には大日如来が奉安
されている奥之院が開扉されます。

2月18日〜3月5日（各土・日）※雨天中止

成田山公園

成田山公園では2月中旬から、
園内にある約500本の紅白の
梅が咲き始めます。

成田の梅まつり

6月4日（日）〜25日（日） ※予定

宗吾霊堂

境内には、在来アジサイをはじめ、
ガクアジサイ、柏葉アジサイなど
約7,000株の紫陽花が植えられ、
観光客を楽しませています。

宗吾霊堂 紫陽花まつり

動画で見よう
「成田太鼓祭」

成田山奉納 第33回成田太鼓祭
4月15日（土）・16日（日）
午前10時〜午後7時（17日は午後5時まで）
成田山新勝寺境内・成田山表参道

2023



詳しくは
ここから
アクセス!

御護摩
御護摩とは、お不動さまに家内安全や商売繁昌、心願成就などみなさまの願い事を祈る成田山で一番
ご利益のある祈願です。ご家族の一年の平安とさまざまな願い事を御護摩でご祈願しましょう。

ご参詣の記念に 「日本遺産」※認定の江戸情緒ある町並みを歩く

成田山表参道で 日本遺産

※�日本遺産とは…成田市は世界から一番近い「江戸」として、佐倉市、香取市、銚子市と共に、ストー
リー「北総四都市江戸紀行・江戸を感じる北総の町並み」が、日本遺産の認定を受けました。

※各コーナーにあるQRを読み取ると、さらに詳しい情報が見られます

※�「成田うなぎ祭り」が毎年7月中旬〜8月下旬に
開催されます。イベント期間中スタンプラリー
が行われ、成田山参道他市内各所の参加店で
お食事・お買い物をすると、旅行券等の豪華
景品が当たる抽選会に応募できます。

うなぎ料理が食べられる店は、主に成田山参道と印旛沼周辺に
集中しています。

体験データ

授与場所／大本堂・境内各御護摩受付所・各御堂
各御堂御朱印／300円　御朱印帳／2,000円　
問い合わせ／成田山新勝寺　☎0476-22-2111

※�御朱印は宗吾霊堂等、市内の各寺社
でもそれぞれ授かることができます。
※�写経体験については、成田山へお問
い合せください。

体験データ

成田は成田山新勝寺への参詣客を迎える門前町として栄え
てきました。JRと京成成田駅から成田山新勝寺総門までの
約800mにわたる表参道は、飲食店やお土産物屋が多数軒
を連ねています。表参道門前坂の中程にある成田観光館で
は、周辺の観光情報を紹介するほか、成田祇園祭で引き廻
される山車が展示されています。成田山表参道の町並みは
国内外を問わず、多くの人達に親しまれています。

ふっくら、出来たてを召し上がれ

成田山参道・印旛沼で うなぎ
利根川と印旛沼の漁場に恵まれ、参詣客をうなぎでもてなした成田。
成田山表参道周辺には、数多くのうなぎ料理を扱う店が軒を連ねて
います。また、店先でうなぎをさばくのも見どころの一つです。

正五九詣
まい

り　正月、5月、9月に寺院に参詣する
ことを正五九詣りといい、普段の月よりもご利益
を得ることができるといわれています。

しょう  ご　く

成田山開運不動市　【門前会場】日時／1月を除く毎月28日　午前7時〜午後4時　場所／成田山
新勝寺門前広場　【花崎町ねむったお宝鑑定会場】日時／1月を除く毎月第1土曜日　午前7時〜
午後4時　場所／旧千葉銀行成田支店跡地

節分会　2月3日（金）　成田山はその年のNHK大河ドラマの
出演者や大相撲力士が豆を撒くことで知られています。宗吾
霊堂では、女性のみの豆まきや梯子乗りの実演が行われます。

成田の初詣　1月中　成田山新勝寺は1,000年以上の歴史を持つ全国有数の霊
場で、正月の3が日には約300万人の参詣客が訪れます。宗吾霊堂は江戸の
義民、佐倉宗吾様が祀られている厄除けで有名な霊場です。

宗吾霊堂周辺を駅からウォーキング

宗吾霊堂・印旛沼周辺地域は、自然に恵まれ、数多くの史跡があります。佐倉宗吾様
350年のご遠忌を機に、京成宗吾参道駅から甚兵衛公園に至る7kmの道が義民ロード
として整備されています。宗吾霊堂で宗吾御一代記館や宗吾霊宝殿を見学して、神秘
的な空気に満ちた麻賀多神社をお参りしながら樹齢1,200年という関東一の大杉を見
学。宗吾旧宅に立ち寄り、甚兵衛公園で印旛沼を眺めながら季節を感じてください。

宗吾霊堂参詣と 義民ロード散策

佃煮、漬物、煎餅、羊羹、乳製品、酒、竹細工、薬、落花生、
うなりくんグッズなど、成田を歩くとたくさんのお土産品と出会
います。お散歩気分で散策しながら、食べ歩きをしたり、お土
産を買ったり。あなたのお気に入りの逸品を見つけてください。

成田でしか買えない逸品が勢ぞろい

成田山参道で お土産物屋巡り

和食をはじめ世界の味を食す

成田山参道で 和食と世界のグルメ
成田山参道には観光客、空港関係者、各航空会社のクルーやスタッフなどたくさんの外国人が訪れます。
外国人が気軽に立ち寄れ、異国の味やサービスが堪能できる飲食店が成田駅周辺に多数あり、イタリア、
フランス、中国など、多彩な国の料理が食べられます。また、和食グルメの宝庫でもある参道には、てん
ぷら・寿司・そばなどの日本料理が食べられる店が軒を連ねています。

成田山で 御朱印
御朱印とはお参りの証として授与されるものです。
成田山の御朱印は、各御堂の御本尊の墨書が特徴です。大本堂、光明堂、
釈迦堂、出世稲荷、平和大塔、醫

い

王
おう

殿
でん

で6種の御朱印を受けられます。

季節の移ろいを楽しむ

成田山で 成田山公園四季の彩り散歩
成田山新勝寺大本堂の奥にある約5万坪の広さを誇る成田山公園は、春の訪れ
を告げる梅、桜、そして新緑と秋の紅葉、雪景色など四季を通じて園内は艶や
かに彩られ、参詣者から憩いの場として親しまれています。

御護摩で願い事をかなえる
御護摩祈祷

成田での宿泊

成田で泊まって 朝護摩 
成田山の大本堂で開山以来毎日欠かさず行われている御護摩祈祷
は、参詣者の願いが成就するようにお不動さまに祈る儀式です。
中でも静かで厳粛な時間に行われる朝護摩は心が洗われます。
朝護摩祈祷の参加は前日の成田宿泊がお勧めです。

写経体験

成田山新勝寺
-盛夏編-

宗吾霊堂-初秋編-

世界の航空機を間近で見よう

　　　　 で 飛行機の離発着見学成田空港
さくらの山

※�市内では他に「さくらの丘」や「東雲の丘」でも、飛行機の離着陸を間近に見ることができます。

成田空港は誰でも自由に見学することができます。第1・2ターミナルそ
れぞれの展望・見学デッキでは滑走路や飛行機の様子がいつでも楽しめ
ます。また、空港そばのさくらの山は成田空港の滑走路と第1ターミナル
が目の前に広がる公園で、迫力満点の離着陸シーンを間近で体感できる
スポットです。敷地内の「空の駅�さくら館」では特産品・お土産品を販売
しています。さらに航空科学博物館では、本館5階の展望展示室から成
田空港A滑走路が見渡せます。

さくらの山
（写真下）

成田空港

航空科学
博物館

時間／11時30分〜、14時30分〜�
料金／無料　※施設入場料別途�
問い合わせ／☎0476-96-1001　
※�受付場所が平日と休日で異なる場
合があります。また学校遠足等に
て開催時間が変更になる場合があ
ります。詳細はHPまたはお電話に
てご確認ください。

体験データ
動物と触れ合おう

成田ゆめ牧場で 乳しぼり
牧場内の乳牛(ホルスタインもしくはジャージー)の乳搾り教室が1日

ゆめ牧場
-ひまわり畑編-

2回開催されます。そのほか、バター、
ジャムやカウボーイパン作りなどの体
験ができます。（季節により変動あり）

おすすめ体験 3

おすすめ体験 1 おすすめ体験 6

おすすめ体験 7

おすすめ体験 8

おすすめ体験 9

おすすめ体験10

おすすめ体験 4

おすすめ体験 5

おすすめ体験 2
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【お問い合せ】
一般社団法人　成田市観光協会 
〒286-8585　千葉県成田市花崎町760
TEL 0476-22-2102
URL https://www.nrtk.jp/

成田観光館	 TEL	0476-24-3232
成田市観光案内所	 TEL	0476-24-3198
成田市観光プロモーション課	 TEL	0476-20-1540

FEEL成田

❺仁王門
仁王門右手に明治27年（1894）に建立された
灯明台があり、壁面には九代目團十郎をはじ
めとする歌舞伎役者の名前が刻まれています。

❻成田山薬師堂
初代團十郎が子授祈願をした3代前の本堂です。
現在は表参道の上町へ移設しています。

出世開運稲荷の石段を上ると、
八代目團十郎と七代目海老蔵
父子が奉納した常夜灯があり
ます。燈籠には「祈子孫蕃育」と
刻まれています。

❶出世開運稲荷

八代目團十郎と七代目海老蔵が天保6年（1835）
8月に奉納した石燈籠があります。

❹堂庭

かつて七代目團十郎が建
立した額堂がありました
が、火災により焼失。現
在の額堂には七代目の石
造が奉安されています。

❷額堂

初代と七代目團十郎が成田山不動明王
から授かった霊験を表した「霊験図」が
展示されています。

❸平和大塔		1階霊光殿

　江戸で人気を博した歌舞伎役者・初代
市川團十郎は子宝に恵まれず、成田山新
勝寺で祈願したところ待望の子を授かり
ました。この報恩として成田不動尊にま
つわる演目を上演すると、芝居は大当た
り。團十郎の活躍によって、成田不動は
民衆に知れ渡るようになりました。
　以来、市川宗家一門は節目ごとに成田
山新勝寺に参詣するなど、深い絆で結ば
れています。このような縁から成田市で
は、十三代目市川團十郎さんを成田市御
案内人に任命しています。
　市川宗家とゆかりの深い成田山新勝寺
の境内と成田山参道には、歴代團十郎の
ゆかりの品々が残されています。成田屋と
呼ばれている歌舞伎役者市川團十郎ゆか
りの地をめぐる、ちょい旅のスタートです。

市川團十郎ゆかりの地めぐり

❸平和大塔収蔵		大円鏡
元禄16年（1703）に成田山が
はじめて江戸で出開帳を行っ
た際に、初代と二代目團十郎
親子により奉納された円鏡。

※ 祭礼、イベントの日程は変更になる
場合があります。お越しの際は事前
にご確認ください。

成田は初詣に始まり、節分会、梅まつり、
紫陽花まつり、紅葉まつりなど、季節を
感じさせるイベントが目白押しです。

イベント情報 ちょい旅
令和5年

成田四季彩祭

１月

１日
初詣
新春航空安全祈願祭
２月

3日 成田山節分会　 
宗吾霊堂節分会

18日〜
3月5日

成田の梅まつり
（成田山公園）（各土・日）
４月

1日〜8日 成田山花まつり
3日 おどり花見
15日・16日 成田太鼓祭

9日〜29日 不動の大井戸茶会
（各土・日・祝）
５月

13日 成田山平和大塔まつり
奉納総踊り

20日 成田山蝋燭能

下旬 成田伝統芸能まつり　
春の陣
６月

4日〜25日 宗吾霊堂紫陽花まつり
（各日曜）予定
７月

7日〜9日
成田山祇園会
成田祇園祭

15日・16日 埴生神社朝顔ほおずき市
中旬〜
8月下旬 成田うなぎ祭り

８月

9日 滑河観音四万八千日
（ほおずき市）

23日・24日 成田山みたま祭り
盆踊り大会
９月

2日・3日 宗吾霊堂御待夜祭

中旬 成田伝統芸能まつり　
秋の陣

中旬 空の日フェスティバル
10月

中旬 成田弦まつり
20日〜
11月15日 成田山菊花大会

11月

初旬 NARITA 花火大会
in印旛沼（予定）

中旬〜下旬 成田山公園紅葉まつり
（各土・日・祝）
12月

28日 納め不動

交
通
の
ご
案
内

■鉄道
▶JR線　東京・品川・新宿・池袋駅〜成田駅（成田エクスプレスで約60分）
　　　　東京駅〜成田駅（横須賀線・総武線直通「快速エアポート成田」で約75分・特急で約60分）
▶京成電鉄線「成田スカイアクセス」日暮里駅〜空港第2ビル駅（スカイライナーで約36分）　　　　　　　　　
　京成上野駅〜空港第2ビル駅（スカイライナーで約41分）
　京成本線　京成上野駅〜京成成田駅（約64分）
■自動車　東京〜成田（東関東自動車道路で成田ICまたは富里IC利用）

[成田空港から成田市街地までのアクセス]
■鉄道　	成田空港駅または空港第2ビル駅からJR線または京成線利用で約10分（JR・京成成田駅下車）。
■バス　空港周辺ホテル運行の無料シャトルバスが、空港とホテル、ホテルと市内を結んでいます。

成田空港は国内線も日本各地と結ばれていて便利です。


