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冬の銀山温泉 

 

 

 

 

 

 

 
 【ＨＥＡＤＬＩＮＥ①】 会員限定 

冬場の特別助成 5,000 円！ 
羽田便・名古屋便の継続運航、更なる

利便性の拡大にあたり、増便後初めて

となる今冬が正念場です。 

 

協議会では、サポーターズクラブ会員

（企業会員・個人会員）の皆様を対象に、

冬場特別ｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸ＝5,000 円/往復を

ご用意いたしました。 

 

企業会員、個人会員問わず、片道 2 回

分からご利用いただけます。大変お得

な特典となっておりますが、助成数に限

りがありますので、お早めにお申込みく

ださい。 

 

山形空港サポーターズクラブは山形県

内外のビジネスパーソンを対象に、入

会金・年会費無料で様々な特典が受け

られる大変お得な組織です。新規の御

加入につきましてもお待ちしております。
（詳細はＰ２をご覧ください。） 
 

 

【ＨＥＡＤＬＩＮＥ②】銀山温泉へのアクセスが向上                                     

10 月 26 日（日）より、山形空港と尾花沢市内・銀山温泉を
結ぶバス、乗合タクシーの運行がスタート！ 
ノスタルジックな冬の銀山温泉へ、“おいしいバス・ライナー”
での“おいしい旅“ははいかがでしょう♪ 
 

①おいしい山形空港観光バス（１日３往復定期運行） 

空港⇔大石田駅･尾花沢市役所(1,000 円)⇔銀山温泉(1,500 円) 
②おいしい山形空港観光ライナー（予約制乗合タクシー） 

空港⇔尾花沢市本町地区(1,600 円)⇔ 銀山温泉(2,300 円) 

※時刻表等は、山形空港ＨＰにてお知らせします。 

  山形空港サポーターズクラブ通信 第６号 
目  次 

Ｐ２：第 2 四半期目標に届かず！（羽田・名古屋便の利用状況）ほか 
Ｐ３：「山形空港応援ＷＥＥK」スタート！空港フェスティバル開催ほか 
Ｐ４：最安割引運賃（羽田 8,200 円、名古屋 5,000 円など）、12 月搭乗

分の予約締切間近、 庄内山形チャーター便ほか 
※企業会員の皆様は社内での回覧をお願いいたします。（会員要件となります。） 

 

冬場特別ｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸ！ 

羽田/名古屋便 往復5000 円 
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【利用状況】第２四半期は目標に届かず！  
９月の搭乗率は、羽田便が 71.1％、名古屋便が 68.7％となりました。9 月は例年需要が落ち込む

月ですが、本年は落込みが見られませんでした。会員の皆様をはじめとするビジネス利用が増加

していることの証左と分析しています。一方、第２四半期（7～9 月）全体としては、羽田便、名古屋

便ともに協議会が掲げる目標を下回り、夏休みやお盆など「搭乗率の稼ぎ時」でしたが、「貯金」を

増やすことができませんでした。会員の皆さまのご利用が羽田便、名古屋便の更なる利便性向上

につながります。引き続き皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

≪山形～羽田便、山形～名古屋便の利用状況≫

　【山形～羽田便】  【山形～名古屋便】
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【サポーターズクラブ会員特典】（Ｐ１から続く）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

冬場の特別ｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸ（概要）【企業会員・個人会員】 

内容：山形東京便又は山形名古屋便を 1 往復（又は片道 2 回）以上利用した場合、 

   往復あたり 5,000 円（片道あたり 2,500 円加算）を交付 

期間：平成 26 年 11 月 4 日（火）～平成 27 年 2 月 27 日（金）の平日搭乗分 

※土日祝日及び年末年始（12/26～1/5）を除く 

助成数：山形羽田便及び山形名古屋便計 500 往復分（片道 1000 回分）※申込先着順 

※１会員（企業・個人）あたり 10 往復（片道 20 回分、50,000 円）を上限 

※「航空便出張ﾄﾗｲｱﾙ･ｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸ助成金」など他の助成制度との重複申請はできません。 

申請：ｻﾎﾟｰﾀｰｽﾞｸﾗﾌﾞ事務局へ申請書を提出（※利用済搭乗券の半券等を添付） 

※申請期限は搭乗日の翌月15日までとなります。 

詳細は山形空港ホームページをご覧ください。（http://www.yamagata-airport.co.jp/） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サポーターズクラブ会員特典まとめ（10/10 現在） 
①山形空港ビジネスラウンジの無料利用【全会員】 

 入口のテンキーに暗証番号(入会時に通知)を入れて、「Ｅ(Enter)」を入力して開錠 

 仙台の高級ホテル VIP ラウンジと同じカプセル方式のコーヒーメーカー「NESPRESSO」導入！ 

②航空便出張トライアルキャッシュバック【企業会員限定】 

 片道合計 20 回利用で事務局に申請し 5 万円ｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸ【先着 50 社限定、現在 24 社が申請済】 

③“冬の特別キャッシュバック”【企業会員･個人会員限定】 ※Ｐ１参照 

④羽田空港エアポートラウンジ（第１旅客ターミナル内３か所）無料利用【企業会員限定】 

 ラウンジ受付にて会員証と当日の搭乗券を提示し、名簿に署名すればＯＫ 

⑤名古屋小牧空港－名古屋駅間のアクセスバスの片道無料【企業会員限定】 

 山形空港の FDA カウンターに会員証と搭乗券を提示し「片道利用券」をもらい、券に記名等して使用 

⑥山形空港の有料待合室、会議室、広告スペースの割引利用【企業会員限定】 

％ ％ 
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【ご家族、ご友人でご活用ください♪】山形空港応援 WEEK!!! 
山形～羽田便、山形～名古屋便をお得にご利用いただける 

「山形空港応援 WEEK」がいよいよ始まります！ 

11 月～２月にかけて、市町村ごとに７日間の「市町村応援 

WEEK」を設定、お住まいの市町村の応援 WEEK 期間中に 

ご利用いただくと、な！何と！往復利用の場合 5,000 円 

（片道利用の場合 2,500 円）を助成いたします。 

助成を受けるには市町村へ事前申し込みが必要です。 

助成は、事前申込み先着順となりますので、お早めにどうぞ！ 

詳しくは、各市町村担当課までお問い合わせください。 

（http://www.yamagata-airport.co.jp/cms/ouen-week/） 

 

≪山形空港応援ＷＥＥＫ 実施日程表≫ 

11/1(土)～7(金) 尾花沢市・高畠町 

11/3(月)～9(日) 大蔵村 

11/10(月)～16(日) 寒河江市・村山市・新庄市・白鷹町 

11/17(月)～23(日) 西川町・大江町 

11/22(土)～28(金) 長井市・最上町・川西町・飯豊町 

11/29(土)～12/5(金) 小国町 

12/1(月)～7(日) 東根市・戸沢村 

12/6(土)～12(金) 大石田町・金山町 

12/8(月)～14(日) 山形市・舟形町 

12/13(土)～19(金) 米沢市・南陽市 

12/15(月)～21(日) 天童市・中山町 

12/20(土)～26(金) 上山市・山辺町・鮭川村 

1/12(月)～18(日) 河北町 

1/24(土)～30(金) 朝日町 

2/9(月)～15(日) 真室川町 

 
【トピックス】＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
■山形空港５０周年記念「山形空港フェスティバル２０１４」大盛況！ 

山形空港開港 50 周年の今年は「空の日・空の旬間」のイベントとして例年より１日多い 9 月 27 日、

28 日の 2 日間で開催。「山形空港開港 50 周年記念セレモニー」では、名古屋便、大阪便搭乗のお客様

をお出迎え、お見送りを行い、初日から盛り上がりを見せました。記念イベントでは≪体験する≫、≪

見学する≫、≪購入する≫のカテゴリーに分け、特に 50 周年記念の目玉イベントである≪体験する≫

フライトシミュレーターでは、コックピットの空間を演出し、リアリティの高い本格的な操縦体験を楽

しんで頂きました。また、≪見学する≫ＦＤＡの飛行機の内・外観見学会では、子供たちはふだん絶対

に見ること触ることのできないコックピットに着座し、ドキドキワクワクの体験ができました。さらに

≪購入する≫では、産直野菜・果物の販売や村山産業高校を中心にした高校生の手作りスィーツの販売

など『おいしい企画』が多数実施され、秋晴れというより残暑厳しい快晴のなか、2 日間合計 9,000 名

の来場者を迎え盛会のうちに終えることができました。 

 
 
 
 
 
 

  

おいしい旅のご提案♪ 
河北町にお住まいの方が、山形名古屋
便を利用して 1/13 から 1 泊 2 日で、名
古屋にご旅行する場合。 
【運賃例（10/10 時点）】 
（1/13 分）45 割運賃   5,000 円 
      燃油ｻｰﾁｬｰｼﾞ 1,200 円 
（1/14 分）45 割運賃   5,000 円 
      燃油ｻｰﾁｬｰｼﾞ 1,200 円   
      合 計     12,400 円 
河北町応援 WEEK を活用すると、往復
5,000 円の助成が受けられるので、実質
7,400 円で行けちゃいます！おトクっ！ 

本格フライトシミュレーター体験 FDA チャーター機内外観見学会 開港 50 周年記念セレモニー 



    おいしい山形空港サポーターズクラブ通信 第６号 2014 年（平成 26 年）10 月 10 日（金）   4 

バックナンバー掲載中！ 
www.yamagata-airport.co.j

p/cms/mailmagazine/ 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
■フジドリームエアラインズ（ＦＤＡ）が庄内～山形の周遊チャーター便を運航              

9 月 28 日には、山形名古屋便を運航するＦＤＡが庄 
内空港から山形空港までチャーター便を運航。庄内空
港を出た鮮やかな緑色の機体は、海岸線を南下し、日
本海を右手に見ながら新潟上空を通過。その後飯豊連
峰を左手に福島県を通り、米沢を経由し山形空港へ(こ
れを２周！)。高度約 600m の低空飛行で県内各地を遊
覧するなど、機長のサービス!?で予定より 10 分程多め
に飛行し、山形空港に着陸しました。 

写真は笑顔が素敵な客室乗務員の福田さんと末次さ
ん。山形名古屋便にも月１～２回程搭乗(登場!?)する
そう。要チェック！ 
 
 
 
 
 
 
 

 
■国土交通省の「地方航空路線活性化プログラム」に山形～名古屋便が採択！               

地方航空路線維持のための取組みを全国の空港から募集し、優秀な提案に対して政府が
支援を行う「地方航空路線活性化プログラム」（国土交通省）に、山形名古屋便が採択され
ました。さらに提案内容が優秀という理由で、支援額が増額（通常 3,600 万円/年→約 4,800
万円/年）され、３年間交付されることとなりました。この支援の活用とともに、利用拡大
を進め、山形名古屋便の早期の１日２往復化を目指したいと考えております。 
 
■ビッグバードプレス（10-12 月号）山形空港ビジネスラウンジ＆搭乗待合室に設置                   

山形空港ビジネスラウンジと搭乗待合室には、羽田空港ターミナルマガジン「ビッ 
グバードプレス(Big Bird press)」を設置しております。 
10-12 月号では、羽田空港内のおいしい飲食店をご紹介。 
なんと割引クーポンまでついています。ビッグバードプレス 
（裏面表紙「イー･ドゥ マガジン」）はお持ち帰り自由ですの 
で、羽田便搭乗の方は是非ご活用ください。 

 
【編集後記】年末に向けて、「仕事の秋」をお忙しくお過ごしのことと存じます。羽田便の朝夕 2

便化、名古屋便の就航から半年が経過し、ご利用層がこれまでの観光からビジネス主体に大
きく変わりつつあることが伺えます。皆様のご利用に改めて、御礼申し上げます。 

   10 月 26 日から山形大阪（伊丹）便の機材が全便ＥＲＪへ切り替わ 
ります。これにより、おいしい山形空港は羽田便、名古屋便も含め、 
全国でも珍しい「オールＥＲＪ空港」となります。ブラジル・エンブラエ 
ル社が開発したＥＲＪは、搭乗者 1 人あたりのスペースが広く、その 
快適性から、全世界で大ヒット中の機材とのことです。 
 ビジネスパーソンの皆様がこの秋、ますますご活躍されますよう、 

協議会としても一層お支えをしてまいります。「正念場」の冬場に向 
け、更なるご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

客室乗務員の福田さん(左)と末次さん(右) 鮮やかな緑の機体で出発 日本海を見ながら南下 

発行：山形空港ｻﾎﾟｰﾀｰｽﾞｸﾗﾌﾞ事務局（山形空港ビル㈱内） 

info@yamagata-airoirt.co.jp URL：www.yamagata-airport.co.jp 

 

12 月搭乗分の最安割引運賃残りわずか、予約はお早めに！ 

①羽田便 8,200 円、②伊丹便 15,800 円～、③名古屋便 5,000 円～ 
①②ＪＡＬ…ｽｰﾊﾟｰ先得割引：55 日前まで要予約(10/10 現在なら 12/4 以降分が適用) 

③ＦＤＡ …45 割：45 日前まで要予約･購入（10/10 現在なら 11/24 以降分が適用） 

 ※便ごとに適用座席数が設定されており、期日前でも売り切れる場合があります。 


