
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2: 上半期利用状況 羽田便 79.9%、名古屋便 70.0％ 
JAL「ふるさと割」第６弾に山形市が搭乗!?登場!! 

  東根市は、ふるさと納税返礼品に FDA 利用クーポンを追加!! 
P3:「名古屋便往復 10,000 円助成」予約は 10 月 31 日まで！ 
  社員旅行応援助成でお得な空の旅を！ 
  蔵王温泉行き観光ライナー11 月以降も運行継続決定！ 
P4: 「県営名古屋空港協議会キャラバン隊」がやってくる！ 
  春奈女史の「名古屋にいりゃあせ！vol.10」／編集後記 
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OISHII-YAMAGATA  Airport  SC-Letter  Oct.2015 

９月２７日（日）、「おいしい山形空港フェスティバル 2015」が開催され、3,600 人ものお客様にお越しいただきました。

このイベントは、空の日（9 月 20 日）及び空の旬間（9 月 20 日～30 日）に合わせ、毎年９月に開催しています。 

パイロットや客室乗務員の制服を着ての「なりきり撮影会」や間近で飛行機を見た「定期便外観見学会」、他にも「管

制塔見学会」や「滑走路を歩こうツアー」など、空港ならではのイベントやこの日でなければ立ち入ることができない場

所での体験に、小さなお子さまはもちろん、大人の方々も、目を輝かせて楽しんでいらっしゃいました。 

「毎年楽しみに来てるんですよ！」と嬉しいお言葉をかけていただくことも多いこのフェスティバル。「おいしい山形空

港」が地域の皆さまをはじめ多くの方々に愛される空港となるよう、これからも様々な取り組みを行ってまいります。 

 

 



上半期利用状況 羽田便79.9%、名古屋便70.0％ 
～冬を迎えるこれからが正念場！～ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

9 月は例年需要が落ち込む時期ですが、羽田便については搭乗率 85.9％と

H26.3 の 2 便化後最高を記録し、上半期の累計で 79.9％の高い利用状況を達成

しました。これは会員の皆様をはじめとする羽田便のビジネス利用が定着してきた

ものと分析しています。 

一方、名古屋便の利用状況は、9 月の搭乗率が 69.7％、上半期で見ると

70.0％（共に 76 人乗り換算）となりましたが、目標とする年間４万人、72％達成に

はまだまだ努力が必要な状況が続いています。 

おいしい山形空港は冬期間（11 月～2 月）の利用が落ち込む傾向にあるため、

目標とする羽田発着枠の継続配分、名古屋便の２便化実現には、皆さまのなお

一層のご利用が必要です。引き続き、積極的なご支援をお願いいたします。 
 

JAL「ふるさと割」第６弾に山形市が搭乗!?登場‼ 

国の交付金を活用して割引価格で購入できる 

ＪＡＬの「ふるさと割」に、山形市が加わりました。1 名

あたり 4,000 円を割引いたお得な価格でＪＡＬダイナ

ミックパッケージを購入できます。 

※適用条件：おいしい山形空港ご利用（往路のみ可） 

かつ山形市内に 1 泊以上 

◇彩る秋を楽しむ山形！まるごとプレミアムツアーの詳細はコチラ 

（JAL ホームページ）http://www.jal.co.jp/tabi/special/pickup/yamagata/ 
 

東根市は、ふるさと納税返礼品にFDA利用ｸー ﾎﾟﾝを追加!! 

おいしい山形空港のある東根市では、ふるさと納

税の返礼品に、ＦＤＡ山形～名古屋便の航空券に

交換できる利用クーポンを追加しました。 

35,000 円以上の御寄付で片道 1 名～のクーポン

がもらえます！！ 

◇問い合わせ先 山形県東根市役所 総合政策課ふるさと納税担当 

TEL：0237-42-1111（内線 3132） 

(76 人乗り換算) 

　≪山形～羽田便、山形～名古屋便の利用状況≫≪山形～羽田便/名古屋便の搭乗率≫
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「名古屋便往復10,000 円助成」予約は 10 月31 日まで！ 
☆先着 1,800 席のこのキャンペーン！まだ余裕がありますので、是非ご利用ください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社員旅行応援助成でお得な空の旅を！ 
サポーターズクラブ企業会員の社員が５

名以上で、山形～羽田便または山形～名古

屋便を同一行程で往復利用すると、１人あ

たり 6,000 円（上限６万円）を助成！

（H28.3.31 まで） 

今回は特別に上記 10,000 円助成との併用 

が可能ですので、名古屋便利用ならなんと！16,000 円!!の助成が受けられます。

もちろん、東京や名古屋の方が、山形に旅行に来てもＯＫ！山形から羽田経由で

九州や海外への旅行もいいですね。幹事様、今年度の社員旅行は、是非お得な空

の旅をご検討ください。 
 

蔵王温泉行き観光ライナー11月以降も運行継続決定！ 
 10 月までの試験運行としていた「おいしい山

形空港観光ライナー（蔵王温泉行）」。空港直結

で大変好評をいただいていることから、運賃を 

大人 2,500 円(予定)に改定して、11 月以降も運

行を継続いたします。 

これから、秋の紅葉や冬の樹氷、スキーのシ

ーズンを迎え、アウトドア＆温泉を楽しんでみ

てはいかがでしょうか。 

おいしい山形空港観光ライナー（蔵王温泉行） 

 ◇おいしい山形空港 ⇔ 蔵王温泉 

 ◇羽田・伊丹・名古屋の全便対応 

 ◇前日の 17 時まで要予約（TEL：023-652-0757） 

 ◇運賃（H27.11.1～） 大人2,500円、小人1,250円（予定） 

           ※通常タクシー料金 12,910 円 
      ※H27.10.9 現在、運行継続・運賃改定等について申請手続中です。 
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蔵王温泉大露天風呂(秋) 



「県営名古屋空港協議会キャラバン隊」がやってくる!    
山形～名古屋便が就航する県営名古屋空港の周

辺自治体で組織する「県営名古屋空港協議会」のキャ

ラバン隊が 10 月 26 日～27 日にかけてやってきます。 

今年のキャラバン隊には、山形県初お目見えの「服

部半蔵忍者隊」が参加！山形～名古屋便と愛知県の

観光を大いに PR する予定です。27 日（火）にはイオン

モール天童にて「服部半蔵忍者隊」と本県の「やまが

た愛の武将隊」がコラボするイベントを開催！みなさま

是非お越しください。 

県営名古屋空港協議会キャラバン隊イオンモール天童イベント 

 ◇日時：平成 27 年 10 月 27 日（火） １０：３０～１１：００ 

 ◇場所：イオンモール天童 専門店街１階 グリーンコート 
 

春奈女史の「名古屋にいりゃあせ！vol.10」 
 先月のシルバーウィークに愛知県犬山市にある犬山城に行

ってきました。犬山城の天守閣は国宝に指定されており、実際

に正面から見る天守閣は趣き深いものを感じました。 

犬山城の城下町にはお店がたくさんあるので、ご当地名物の五

平餅などを食べ歩きしながら回るのもおすすめです！ 

サポーターズクラブ通信 vol.15 でお伝えした明治村とも近

いため、セットで行ってみてくださいね。（犬山城近くの犬山

駅から明治村へのアクセスバスがあります。） 

◇犬山城情報 http://inuyama-castle.jp 

◇犬山駅から明治村アクセス情報（明治村 HP） 

http://www.meijimura.com/access/timetable/ 

 

 

  

 

 

 

 

編集後記 
 先月の台風 18 号は、茨城県の鬼怒川堤防が決壊するなど全国で大きな被害を受けまし

た。本県においても農作物をはじめとして大きな被害を受けましたが、交通機関について

も、特に 9 月 10 日は山形新幹線の運休、幹線道路の通行止めや高速バスの運休などによ

り県内の交通網はマヒ状態となりました。その中で、おいしい山形空港の羽田・伊丹・名

古屋の各路線は平常通り運航し、100％近い搭乗率でお客様にご利用いただくことができ

ました。 

航空路線が県内交通のリダンダンシー（補完）機能を発揮したわけですが、改めて多様

な交通手段の確保の重要性を認識させられたところです。このためにもおいしい山形空港

の平時からの利用活性化が重要となりますので、路線の維持・拡大にサポーターズクラブ

の皆様のご協力をよろしくお願いします。 
 

発行：おいしい山形空港サポーターズクラブ事務局（山形空港ビル㈱内） 
   Email:info@yamagata-airoirt.co.jp  URL: www.yamagata-airport.co.jp 
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正面からの犬山城 この日に食べた湯葉豆腐ごはんとマンゴーかき氷です。 

髙木春奈さん 

 
愛知県庁職員。 
H26年度まで航空対

策課に所属 (現在は

県教育委員会配属)。
H27.3 航空担当卒業

旅行!?として山伏ｼﾞ

ｪｯﾄ第１弾に参加。 

服部半蔵忍者隊 山形初お目見え！ 
服部半蔵・三平・伊吹の 3 人が来ます。 


