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東京便２便化を記念してテープカット 

 

 

 

 

 

 

 

 

山形県職員と愛知県職員による共同ＰＲ 

（名古屋便 PR イベントにて） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

【ＨＥＡＤＬＩＮＥ NEWS】 

東京便、名古屋便ともに、順調なスタート！ 
3 月 30 日の山形羽田便朝夕２便化、山形名古屋便の

運航再開から 1 か月が経ちました。4 月の利用状況は、

東京便、名古屋便とも前年等同月比約 2.8～2.9 倍の利

用者となり、順調な滑り出しとなりました。会員の皆様の

御利用に改めて感謝申し上げます。 

 

4 月１日～30 日：山形東京（羽田）便  

・利 用 者 数：5,853 人（前年同月比約 2.8 倍） 

・搭 乗 率：64.2％ 
  

4 月１日～30 日：山形名古屋（小牧）便  

・利 用 者 数：3,304 人（運休前同月比約 2.9 倍） 

・搭 乗 率：71.5％ 

 

羽田発着枠は 2 年間限定とされており、この 2 年の実

績如何でその後の延長の可否が決まります。 

また、山形名古屋便の運航継続には運休前利用実績

にプラス 1 万人の利用者が必要とされています。 

山形空港利用拡大推進協議会では、第１四半期（４～

６月）の利用目標として、東京便：62％～67％の高いレ

ベル、名古屋便：70％を掲げています。会員の皆様の引

き続きの積極的なご利用を改めてお願い申し上げます。 
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山形空港サポーターズクラブ通信（第１号） 
 

 

 

 

発行：山形空港サポーターズクラブ事務局 

（山形空港ビル（株）内） 

TEL:0237-47-3111info@yamagata-airport.co.jp 

URL: http://www.yamagata-airport.co.jp/ 

※本通信は山形空港サポーターズクラブ会員限定と 

なります。無断転載等はお控えください。 

 

 

～新メニューお知らせ～ 
『山形の地酒利き酒セット』登場！ 

A セット 1,000 円 

B セット 800 円 
ぜひご賞味ください 

２F ﾚｽﾄﾗﾝ new７より 
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会員特典：ビジネスラウンジ（山形空港、羽田空港）の魅力 
航空便は東京まで 65 分、名古屋まで 75 分とその「速さ」が大きな魅力ですが、空港での待ち時間

がどうしても発生します。当クラブでは、会員の皆様が、待ち時間を、ご休憩に、お仕事に、できる

だけ快適に過ごしていただく環境をご用意しています。特典の一部をご紹介します。 

 

【山形空港ビジネスラウンジ】 
3 月 30 日の増便に併せ、山形空港にビジネスラウンジを「新設」いたしました。ゆったりとしたソファ

席に、無料のﾄﾞﾘﾝｸｻｰﾋﾞｽ（コーヒー、紅茶など）、新聞・雑誌や、ＷＩＦＩｻｰﾋﾞｽ、コンセントｻｰﾋﾞｽを

ご用意しています。会員の皆様は、航空便搭乗日であれば、無料で御利用いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【羽田空港エアポートラウンジ：企業会員限定】 
企業会員の皆様に、羽田空港エアポートラウンジ（第１旅客ターミナル）をご用意しました。「企業

会員証」と「山形羽田便搭乗券（当日分）」を同ラウンジ受付にてご提示ください。会員ご本人に限

り、通常は 1030 円/回のところ、無料となります。羽田空港発着の多彩な航空機を眺めながら、ﾌﾘ

ｰﾄﾞﾘﾝｸｻｰﾋﾞｽ付のゆったりした環境で、お仕事に、出張の疲れ回復に、ぜひ御利用ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
第１ターミナル北側ラウンジ        第１ターミナル南側ラウンジ 
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羽田便 1 泊 2 日 23,800 円、名古屋便 1 泊 2 日 17,900 円～ 
～お得な出張宿泊パックのご案内～ 

航空便は早くて魅力的だけど、やっぱりコストが気になる。そんなときは、航空券と宿泊がセットに

なった「宿泊パック」がおトクです。併せて御利用ください。 

※リンクを貼り付けておりますので、適宜ご参照ください。 

 

【山形→羽田便】 

＜JAL パック＞１泊２日\23,800〜 ※2 名様以上の利⽤ 

【マイステイ東京・横浜】（TEL050－3155－3333） 
https://domtoursearch.jal.co.jp/jal_dom/ 

 

【羽田乗継便：山形→羽田→関西・山陰・山陽・四国】 

＜JAL パック＞関⻄︓１泊２日\40,800〜、⼭陰・⼭陽・四国１泊２日￥43,800〜 ※1 名様から OK 

【ズバリひとりでも関⻄・⼭陰・⼭陽・四国１・２・３泊】（TEL050－3155－3333） 
http://domtoursearch.jal.co.jp/jal_dom/landing/14kami_zubarihitoridemo_kas_ssy/?CAL_DT=20140401 

 

【山形→名古屋便】 

＜山交観光＞１泊２日〜 \19,800〜 ※1 名様から OK 

【FDA 利⽤⼭交観光オリジナル AIR パック】（⼭形店 TEL023－681－8000） 
 http://www.yamakokanko.co.jp/FDAPK.pdf 
 

＜山新観光＞１泊２日\19,600〜 ※1 名様から OK 

【⼭形空港から⾏くフリープラン名古屋】（本社 TEL023－622－4555） 
http://www.yamagata-airport.co.jp/news/annex/ysk-fdapack.pdf 

 

＜近畿日本ツーリスト＞１泊２日\20,000〜 ※1 名様から OK 

【FDA 就航記念企画 ⼭形空港からひとっとび名古屋へ⾏こう︕2 日間】 

（⼭形支店 TEL023－632－3211） 
http://www.yamagata-airport.co.jp/news/annex/KNT-nagoya.pdf 

 

＜阪急交通社 trapics 東北＞ １泊２日\17,900〜 ※１名様から OK 

【 FDA で⾏く名古屋フリープラン２日間】（仙台 TEL022－267－0078） 
http://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_hei=70&p_course_id=4Y002F2 
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ﾋﾞｼﾞﾈｽ利用に朗報！名古屋便 7 日前まで予約で 8800 円～！ 
～6 月 1 日搭乗分より。ＦＤＡ新運賃「ひょいと e 割」のスタート～ 
山形名古屋便を運航する FDA から、さらにお得な運賃が発表されました。ご搭乗日の 2 ヶ月前か

ら 7 日前までのご予約が可能で、ﾋﾞｼﾞﾈｽにも利用しやすい設定です。運賃は 8800 円～14800 円

と空席に応じて変動します。WEB と指定代理店のみによるご予約です。これを機に、ぜひ中京圏

とのﾋﾞｼﾞﾈｽ交流をご検討ください。 

詳細は FDA ホームページ：www.fujidream.co.jp/company/press/doc/140411.pdf 

 

 

------------------------------------------------------------

会員の皆様へのお願い（お取引先企業へご紹介ください。） 
3 月 30 日の増便とともに発足した「山形空港サ

ポーターズクラブ」ですが、5 月 7 日現在、計

131 社の企業、計 241 人のビジネスパーソンと

多くの方にご登録いただいています。しかし、

就航先である首都圏や中京圏からのご登録は

約 2 割といまだ少ない状況にあります。航空路

線の維持・更なる利便性の拡大にあたっては、

双方向からの利用拡大が必要となります。 

首都圏、中京圏のお取引先の皆様に対しても、

ぜひ、本クラブへの加入（企業会員、個人会

員）の呼びかけをお願いいたします。必要に応

じ、PR チラシなど、ご送付いたします。 

 

お問い合わせ先：  

山形空港サポーターズクラブ事務局 

電話：０２３７（４７）３１１１ 

メール：info@yamagata-airport.co.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山形空港サポーターズクラブ概要 

県内外を問わず、山形空港を積極的に利用し

ていただける企業・団体・ビジネスパーソンを対

象に会員を募っております。（入会金・年会費無料） 

【全会員特典】 

＊山形空港ビジネスラウンジ無料利用 

 

【企業会員限定特典】 

＊航空出張トライアルキャッシュバック 

（20 回利用で 5 万円、先着 50 社限定） 

＊羽田空港エアポートラウンジの無料利用 

（1,030 円／回の料金を無料に） 

＊名古屋小牧空港～名古屋駅間のアクセスバ

ス片道無料利用（700 円／片道） 
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編集後記 ～発刊に寄せて～ 

本年 3 月 30 日、山形東京（羽田）便が 15 年ぶりに朝夕２往復、山形名古屋（小牧）便が 3

年半振りに再開となりました。山形空港サポーターズクラブは、これまでの企業の皆様からの

ご協力を結集し、より効果的に路線維持、さらなる利便性向上につなげる目的で発足いたし

ました。5 月 7 日までに「山形空港を積極的に御利用いただける」企業やビジネスパーソン、

131 社・団体、個人会員 241 人のご登録をいただいております。 

本通信では、県内外でご活躍のビジネスパーソンの皆様が、山形空港発着の航空便をより

便利に、より快適にご利用いただけるよう、お得な航空便情報、特典情報などをお届けした

いと考えております。 

編集経験のない職員による手作りの試みです。至らない点もあるかと思いますが、社内で

できるだけ多くの方にお読みいただければ幸いです。また、「こんな情報が欲しい」というご

要望など、ぜひ下記連絡先までお寄せください。 

前回東京オリンピックとともに誕生した山形空港は本年で５０周年を迎えます。山形空港の

次の５０年を見据える第一歩を皆様とともに歩めましたら幸いです。 

 

 山形空港サポーターズクラブ事務局 

（山形空港ビル（株）内） 

電話：０２３７（４７）３１１１ 

info@yamagata-airport.co.jp 


