
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2: 山形～名古屋(小牧)便 3/27 から２便化決定!! 
名古屋で２便化ＰＲ！～山形空港ＰＲキャラバン実施～ 
名古屋＝山形線で“ちょこ豆”の機内サービス実施 

P3: 台湾、シンガポール、タイからおいしい山形空港へ 
  1 月利用状況 ～羽田便 72.9%、名古屋便 48.2％～ 
P4: 恵里女史の「名古屋にいりゃあせ！vol.14」 
  おいしい山形空港ウィンターフェスティバル 2016 開催 
  冬のおいしいプレゼントキャンペーン今月末まで 

編集後記  
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やまがた舞子、名古屋へ行く。 



山形～名古屋(小牧)便3/27から２便化決定！！ 
フジドリームエアラインズ

山形～名古屋小牧便２便運航

決定！！ 

平成 28 年 3 月 27 日（日）か

ら、山形～名古屋（小牧）便が

12 年ぶりに２便運航されるこ

とが決定しました。 

２便化後は、午前と夕方の便

利なダイヤ設定となりますの

で、ビジネス・観光に、さらに

使いやすくなった名古屋便を

是非ご利用ください。 
 

          (10/29 ご搭乗分まで販売が開始さ
れております。) 

 

名古屋で２便化をＰＲ！～山形空港ＰＲキャラバン実施～ 

1 月 27～28 日、やまがた舞子、羽黒

山伏と共に、商工・観光団体、おいし

い山形空港関係者、近隣６市町職員ら

総勢 23 名のキャラバン隊が名古屋で

ＰＲを行いました。 

テレビ局、新聞社、名古屋商工会議

所などを訪問するとともに、名古屋空

港や名古屋市中心部の中日ビルでＰＲ

イベントを開催しました。 

山形の特産物のプレゼント、山伏のほら貝や、やまがた舞子の踊り披露に、

多くの方が集まり、「山形まで１時間ちょっとで行けるの？知らなかった。

今度是非、行ってみたい。」との声もいただきました。 

２便化で一層便利になり、更にたくさんの方に山形にお越しいただければ

と思います。 
 

名古屋＝山形線で“ちょこ豆”の機内サービス実施 

ＦＤＡと山形県との共同プロモーションと

して、名古屋発の山形便において『ちょこ豆機

内サービスキャンペーン』を 2 月 15 日（月）

から実施します。丹野園茶舗（山形県河北町）

の“ちょこ豆”宇治抹茶味は、丹波産の大粒な

黒大豆に、チョコレートをコーティングし、抹

茶をまぶした大人のおいしいスウィーツです。

空港売店「さくらんぼ」でも好評発売中。是非

ご賞味ください。 
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※本サービスは予定数量に達し次第終了いたします。 



台湾、シンガポール、タイからおいしい山形空港へ！ 
この冬、おいしい山形空港は、海外からのたくさんのお客様にお越

しいただいています♪ まずは、台湾から中華航空による国際チャー

ター便の運航。1 月 17 日～2 月 22 日にかけて計 18 本の運航が確定

しています。お客様の多くは蔵王でのスキーを目的に来る方々。その

他、東北周遊ツアーに参加する方々など、チャーター便発着の度に

空港内がとても賑っています。 

続いては、シンガポールからのお客様。県と山形空港利用拡大推進

協議会は、昨年度から、羽田乗継利用による海外からのインバウンド誘

客の取り組みを進め、乗継の利便性が高いシンガポールを重点市場と

してセールス活動を行ってまいりました。その結果、今年も羽田乗継に

よるシンガポールからの団体旅行ツアーの催行が決定！続々シンガポ

ールから、お客様が来県中です。到着時には、やまがた愛の武将隊や

じゅっきーくん、県内の特産品のプレゼントなどで熱く歓迎しています。 

また、今年度はシンガポール同様乗継の利便性が高いタイを次の市

場として取り組んでおり、その一環として、タイの旅行会社と航空会社関

係者を招請、商品造成に繋げてもらおうと県内を視察いただくとともに、

実際に山形～羽田（乗継）～バンコクを体験いただいたところです。 

シンガポールやタイは、海外から来る場合のみならず、山形から出発する場合にも羽田乗

継を利用すればとっても便利なんですよ！ゴールデンウィークのご旅行にいかがでしょうか。 
 

1月利用状況 ～羽田便72.9%、名古屋便48.2％(76人乗り換算)～ 
1 月の羽田便は、搭乗

者数 6,645 人、搭乗率

72.9％となり、12 月と

比較すると利用が落ち

込んだものの、落ち込み

が激しかった昨年同月

と比べると 12％も高い

搭乗率となりました。 

一方の名古屋便は、搭

乗者数 2,126 人、搭乗率

48.2％（76人乗り換算）

となり、搭乗者数、搭乗

率ともに昨年同月比マイナスとなっています。 

羽田便、名古屋便共に今月末まで市町村応援月間（※）の助成をご利用いただ

くことができますので、引き続きの御支援をお願いいたします。 

また、3/27 の名古屋２便化運航初便に乗ることができる旅行商品や名古屋便を

利用して西日本の桜を楽しむ旅行商品などもすでに販売が開始されていますので、

是非ご旅行を検討されてみてはいかがでしょう♪ 
 
※市町村応援月間について、予定席数に達した一部市町村は受付を終了しています。 
  詳細はおいしい山形空港 HP をご覧ください。 

  ※おいしい山形空港 HP ではお得なツアー・パック商品についてのご案内をしております。
（各旅行会社ホームページにリンク。問合せ・お申込み等は各旅行会社まで。） 
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名古屋便 ６５．８％（H27.4-H28.1累計） ※76席換

中華航空による台湾チャーター 

シンガポールの皆さま、ようこそ山形へ♪ 

タイからもたくさんお客様が来るよう取り組みます 



恵里女史の「名古屋にいりゃあせ！vol.14」 
今回は、名古屋で住みたい街 No.1 と言われている覚

かく

王山
おうざん

をご

紹介！覚王山とは、名古屋市内「栄」から地下鉄で 10 分で到着

し、お釈迦様の遺骨を奉安する国内唯一の無宗派寺院である「日
にっ

泰寺
た い じ

」を中心として広がる地域です。 

 駅から日泰寺までの参道には、老舗、雑貨店、おしゃれなカ

フェが建ち並んでいます。参道からは少し外れますが、わたし

のオススメのお店は、東海地方のおやつ、鬼まんじゅうで有名

なお店、「梅花堂」です。モチモチの食感とさつまいもの甘さが

絶妙で、午前中には売り切れになるほど人気なんです！ 

ステキなお店、おいしいものが揃っている覚王山をぜひぶら

りと散策してみてください。 

☆覚王山商店街 HP http://www.kakuozan.com/top.html  

 

 

 

  

 
 
  

おいしい山形空港ウィンターフェスティバル2016開催！ 
いよいよ明日、2 月 13 日（土）、おいしい山形空港ウィ

ンターフェスティバル 2016 が開催されます！真冬の滑

走路走行、除雪車疑似体験、豪華景品が当たる謎解き大

会、世界のお昼ごはん等、10 時から 15 時まで楽しいイ

ベントが目白押しですよ～！ 

◇お問い合わせ先 

山形空港イベント実行委員会事務局 

（東根市観光物産協会）TEL：0237-41-1200 
 
冬のおいしいプレゼントキャンペーン今月末まで！ 
県内市町村のおいしいものを召し上がれ♪  
2015 年 12 月４日（金）～2016 年２月 27 日（土） 期間中の金・土曜日の到着便に実施中。 

お急ぎの際も、遠慮せずにお受け取りくださいね！（一部の便に実施しない場合があります。） 
◇これからの実施予定◇ ※詳細は、おいしい山形空港 HP でお知らせしています。 

2/12（金）：山形空港利用拡大推進協議会 でん六豆 2/13（土）：同左 

2/19（金）：寒河江市 十二神将つや姫クッキー 2/20（土）：天童市 ラ・フランスドリンク 

2/26（金）：河北町 秘伝豆カステラ・秘伝豆クラッカー 2/27（土）：村山市 雪むろ米 
 

編集後記 
 羽田便の２便継続の決定に加え、もう一つの大きな目標である名古屋便の２便化がこの

３月から実現することが決定しました。これもひとえにサポーターズクラブ会員の皆様の

ご支援の賜物です。深く感謝申し上げます。 

 早速、名古屋で２便化のＰＲを実施してきましたが、「山形に行ってみたい」と多くの

声を頂戴しました。ビジネスや観光など山形と中京圏との交流が一層拡大することを願っ

ています。そして、名古屋便がずっと継続・拡充できるようしっかりと利用拡大にとりく

んでまいりますので、会員の皆様、今後も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-airport.co.jp   URL: www.yamagata-airport.co.jp 
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梅花堂  8時～17時 
(鬼まんじゅうは9:15頃から) 
名古屋市千種区末盛通1-6-2 

TEL：052-751-8025 

平山恵里さん 

愛知県航空対策課所属。 
1 月の名古屋キャラバンで
は、訪問先のマスコミ調整
など、おいしい山形空港 PR
にご尽力いただきました。 

昨年「あいち観光元年」を宣言した愛

知県。その魅力を発信する SNS が新

たにスタートしました！話題のスポット

から極上グルメまで、愛知県の旬の情

報が満載です。ガイドブックには載っ

ていないレア情報も発信中♪ 

鬼まんじゅう 1個134円♪ 


