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【ＨＥＡＤＬＩＮＥ NEWS】 

 

【ＨＥＡＤＬＩＮＥ NEWS】 

おいしいコーヒーになりました！ 
 

 山形空港会員専用ラウンジでは、皆様にコー 

ヒー、紅茶、お茶などサービスさせていただいて 

おりますが、より快適な空間で芳醇な味をお楽し 

みいただくため、仙台の某高級ホテルのエグゼ 

クティブラウンジにならい、提供させていただく 

コーヒーを          にリニューアルしまし 

たので、ご紹介させていただきます。 

 

ご提供開始は６月２０日からです！ 

 

「おいしい山形空港」にて、皆様には、おいし

いコーヒーとともに、ゆったりと待ち時間をお過

ごしいただければと思います。 
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コーヒーマシンにカプセル型の 
コーヒーを IN！お好みの量で 
お召し上がりください。 

 

山形空港サポーターズクラブ通信（第２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㈱内） 

TEL：0237-47-3111 

MAIL：info@yamagata-airoirt.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に 

なります。無断転載等はお控えください。 

※企業会員の皆様は社内における積極的な周知を 

お願いします。 

空港の愛称が 

「おいしい山形空港」に 

決定しました！ 
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空港愛称「おいしい山形空港」お披露目式が行われました！ 
本年は、１０年ぶりに山形デスティネーションキャンペ

ーンが実施され、本県が内外から多くの注目を集める

年でもあります。これを機に、山形の空の玄関である山

形空港・庄内空港の両空港について、５月２９日、新た

な愛称「おいしい山形空港」、「おいしい庄内空港」が

決定されました。 

 全国には既に２５空港に愛称が付与されております

が、２空港同時に愛称を付与するのは全国初となりま

す。今後は、県内外へ食はもとより自然・景観・文化など

わが県の「おいしさ」をさらに発信し、皆様に愛される

空港を目指してまいりますので、会員の皆様にありまし

ても、一層のご協力をお願いします。 

 また、愛称決定を機に、県内２０の市町村等のご協

力を得て、総計で 5,000 名様の方に旬の果実など「お

いしい山形」の特産品を山形空港到着のお客様へお

届けする「おいしい山形空港：夏のおいしいプレゼント

キャンペーン」を実施中です。出張の際は、あわせて

チェックしてみてください！ 

 

山形空港ホームページ： 

http://www.yamagata-airport.co.jp/cms/?p=1154 

 

 

 

 

吉村知事と土田市長による 

「おいしい山形空港」PR（東根市産さくらんぼ配布） 

愛称ロゴをバックに記念撮影 
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東京便、名古屋便ともに５月も順調！ 

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２ヶ月が経ちました。５月の利

用状況は、東京便、名古屋便とも前年等同月に比べ、大幅に上回る搭乗率となり、４月に引き続

き順調といえます。 

５月１日～31 日：山形東京（羽田）便 

・利用者数：7,292 人（前年同月比約 2.7 倍） 

・搭乗率：77.4％（前年同月の搭乗率 56.8％） 
 

５月１日～31 日：山形名古屋（小牧）便 

・利用者数：3,414 人（運休前同月比約 2.1 倍） 

・搭乗率：73.6％（運休前同月の搭乗率 52.4％） 
 

山形空港利用拡大推進協議会では、第１四半期（４月～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％を掲げておりますが、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。 

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

名古屋便のダイヤ改定（午後のお仕事もＯＫ） 
 

７月１日から大幅に航空ダイヤが変わります。より、利用しやすいダイヤとなります！ 

 便 名 山形発 名古屋着 名古屋発 山形着 便 名 

６月１日～ 

６月３０日 

FDA384 

JAL4324 
15：05 16：20 13：30 14：35 

FDA383 

JAL4323 

 

 

 

 便 名 山形発 名古屋着 名古屋発 山形着 便 名 

７月１日～ 

１０月２５日 

FDA384 

JAL4324 
13：25 14：40 11：50 12：55 

FDA383 

JAL4323 

７月からは、名古屋発山形着の到着時刻が１２：５５、山形発名古屋着が１４:４０とそれぞれ、100

分早まります。山形発便の場合、名古屋空港から名古屋駅までのアクセスバス（企業会員特典：

片道無料）を利用すれば、改定前では難しかった搭乗当日から商談等の用務をすることが可能と

なります。 

 

福岡・熊本便との乗り継ぎも便利になります！ 

＝福岡へ＝  FDA384 便/FDA307 便 

山形発 13:25→名古屋着 14:40（乗継）名古屋発 15:30→福岡着 16:50 

＝福岡から＝ FDA302 便/FDA383 便 

福岡発 09:20→名古屋着 10:40（乗継）名古屋発 11:50→山形着 12:55 

＝熊本から＝ FDA322 便/FDA383 便 

熊本発 09:50→名古屋着 11:10（乗継）名古屋発 11:50→山形着 12:55 
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山形空港会員専用ラウンジの充実など 
【ＨＥＡＤＬＩＮＥ NEWS】で、ラウンジでお飲みいただけるコー

ヒーをリニューアルすることをお知らせいたしましたが、その他ラ

ウンジでのサービス充実のため、羽田空港ターミナルマガジン

「BigＢｉｒｄプレス」をラウンジ内に置くことといたしました。羽田空

港施設内のショップで利用できるおトクなクーポンが付いており

ます。事前に、山形空港でご一読いただければ、羽田空港で

の過ごし方も楽しいものになること間違いありません！ ご自由

にお取りいただき、旅のお供にしていただきたいと思います。 

 

 また、ラウンジ出入り口の扉について、土・日・月曜日に限り、

当面、常時開放させていただくこととしました。ご利用は、もちろ

ん会員様に限らせていただきますが、「扉を閉められると圧迫

感がある」というお声を頂戴したことから、試験的に実施させて

いただくものです。ご理解いただきますようお願いいたします。 

 

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

空港レストランの名称・メニューをリニューアル！ 

 

                
 

 
 

「おいしい山形空港」の愛称とともに、山形空港レストランの名称もニューセブンから「やまがた

の味 みそら」となりました。これまでの洋食レストランの雰囲気から、山形県の地元ならではのお

いしいお食事を味わっていただきたい！ということでこの名称になりました。 

新しいメニューに山形が誇る「おいしい地酒の利き酒セット（３種のお酒とおつまみ３点盛）」や、

山形名物「冷たい肉そば」（玉こんにゃく付）を提供しています。今後も山形らしいメニューを季節

ごとに考案していきます！ぜひご賞味ください！ 

好評発売中！ 

かほく冷たい肉そば６５０円 

『旬のおつまみ』  

最上町のアスパラ・わらびの一本漬・だし豆腐 

美味しい大吟醸、純米酒をセレクトしました。 

３種類の地酒とおつまみ 

Ａ：1,000 円 Ｂ:800 円 

 
やまがたの 

美味しいものを空港で 
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〔航空便出張トライアル・キャッシュバック〕交付決定第１号 
企業会員の山形スリーエム株式会社様にお話をうかがいました。 
  ３Ｍジャパングループの製造拠点として 40 年あまりの

歴史を有する山形スリーエム株式会社様は、道路標識、

プラスチック素材の自動車部品からパソコン画面の光学

フィルムまで幅広く取り扱っていらっしゃいます。そんな

山形スリーエム株式会社様が、この度、サポーターズク

ラブ企業会員様限定の特典である航空便利用トライア

ルキャッシュバックの交付決定第 1 号となったことを記念

しまして、お話をうかがってまいりました。 

 

《交付決定第１号です。率直な感想をお聞かせください》 

空港利用拡大のため、お役にたてて良かったと思っております。東京や中京圏への出張の際、

これまではＪＲ利用や仙台空港を利用することが多かったのですが、増便後は、圧倒的に山形空

港利用が多くなり、過去、複数便あったときの利用の仕方に近づいてきました。平均すると、羽田

便、名古屋便ともに、各便に１人は当社の社員が搭乗している計算になるのではないですかね。 

 

《社員の方の東京における商談のあり方も大分変わったんじゃないですか》 

当社は様々な業界のお客様とお取引があります。お客様からの急な打ち合わせの申出がありま

しても、羽田便を利用すれば都内で午前中の打合せの予定が入れられますし、お客様に対して

スピーディーな対応ができるようになりました。空港に隣接しているという地の利もありますが、会社

に一旦出社してから空港に出発するというような具合で利便性が向上したと思っております。 

 

《空港利用する上で、ご要望などありますか》 

急な商談が入ったりすると、大急ぎで座席を予約しなければなりません。満席で座席が予約で

きないことになるのが一番困りますね。今の利用状況からすると、まだまだ先のお話かもしれませ

んが、機材を大型化するとか便数を増やすなどご検討いただけるとうれしいです。そのためには、

まずは、増便後の路線を維持していただくことが大前提ですね。 

 

《そのようなご要望にこたえ、次へのステップにつなげるためにも会員様はもとより県民の皆様か

らも航空便利用にご協力いただけるよう、事務局も取り組んでまいります。》 

せっかく増便された羽田便と、復活した名古屋便を維持されるよう、当社としても取引きのあるお

客様に対しては空港利用とサポーターズクラブ入会の促進など、できるところはご協力させていた

だくので、引き続きの取組みをお願いします。 

 

トライアルキャッシュバックとは・・・ 
 企業会員様限定の特典で、平成 26 年３月 30 日（入会が同日以降の場合は当該日）以降、山形

羽田便または山形名古屋便を片道合計 20 回御利用いただいた場合、「５万円」を助成する制度

です。既に県内３社の会員様から交付申請いただき、先日交付決定させていただいたところです。

先着 50 社限定の特典で、残すところ 47 社の企業会員様となっております。お早目にご利用くださ

い！ 

また、助成は５万円相当の商品券で交付することも可能です。希望される場合は、交付申請書欄

外に「商品券による交付を希望」と付記してくださるようお願いします。 
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〔１名様からＯＫ〕 羽田便利用の宿泊パックが発売されました！ 
～お得な出張宿泊パックのご案内～ 

前回に引き続きおトクな「宿泊パック」のお知らせです。山形羽田便について、近畿日本ツーリスト

さんが１名様から利用できる「宿泊パック」を発売しました。ぜひ、御利用ください。 

 

山形—羽田便 １名様からＯＫ！ ６月２０日搭乗分から発売開始です。 
＜近畿日本ツーリスト＞ 

山形店 

TEL 023-632-3211 

【シングルステイ東京】 １泊２日￥34,800〜 

出張に便利！ 

http://www.yamagata-airport.co.jp/news/annex/KNT-jal1.pdf 

※2 名様〜（1 泊 2 日￥27,600〜）のパックもございます。 

http://www.yamagata-airport.co.jp/news/annex/KNT-jal2.pdf 

山形—羽田便 

＜JAL パック＞ 

TEL 050-3155-3333 

【マイステイ東京・横浜】  １泊２日\23,800〜 ※2 名様以上の利⽤ 

https://domtoursearch.jal.co.jp/jal_dom/ 
⽻⽥乗継便：⼭形→⽻⽥→関⻄・⼭陰・⼭陽・四国  

【ズバリひとりでも関⻄・⼭陰・⼭陽・四国１・２・３泊】 

１泊２日￥43,800〜 ※1 名様から OK 
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＞ 

山形店 

TEL 023-681-8000 

【FDA 利⽤⼭交観光オリジナル AIR パック】１泊２日〜 \19,800〜  

※1 名様から OK 
http://www.yamakokanko.co.jp/FDAPK.pdf 

＜⼭新観光＞ 

本社 

TEL 023-622-4555 

【⼭形空港から⾏くフリープラン名古屋】 

１泊２日\19,600〜 ※1 名様から OK 
http://www.yamagata-airport.co.jp/news/annex/ysk-fdapack.pdf 

＜近畿日本ツーリスト＞ 

山形支店 

TEL 023-632-3211 

【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】 

１泊２日\20,000〜 ※1 名様から OK 
http://www.yamagata-airport.co.jp/news/annex/KNT-nagoya.pdf 

＜阪急交通社＞ 

仙台 

TEL 022-267-0078 

【FDA で⾏く名古屋フリープラン２日間】 

１泊２日\17,900〜 ※１名様から OK 
http://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_hei=70&p_course_id=4Y002F2 

＜農協観光＞ 

山形支店 

TEL 023-622-2750 

【⼭形空港から⾏く名古屋ビジネス・観光パック 2 日間・3 日間】 

1 泊 2 日￥21,800〜 ※1 名様から OK 
http://www.yamagata-airport.co.jp/news/annex/n-tour.pdf 

新設定‼ 



        山形空港サポーターズクラブ通信 第 2 号 2014 年（平成 26 年）6 月 13 日（金）       7 

 

 

編集後記 ～発刊に寄せて～ 

山形空港は昭和 39 年 6 月 8 日に開港して以降、本年 50 周年を迎えます。 

先月 29 日には、「おいしい山形空港」の新愛称が付与されましたが、我々事務局は

県内外の皆様に「おいしさ」をアピールしていくとともに、「おいしい山形空港」を

もっと身近に感じてもらうべく、更なる利用拡大、利便性の向上に取り組んでまいり

ます。 

山形空港サポーターズクラブ会員数は、６月６日現在、計１６７社の企業、計２９

３人のビジネスパーソンの方からご登録をいただき、前回発刊時（５月７日現在）の

登録数から、それぞれ３６社、５２人の増となっております。是非、お取引先の企業

様へも山形空港サポーターズクラブをご紹介いただきたいと考えております。 

なお、本通信については、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。「こんな情報が欲しい」というご要望などありましたら、ぜひ下記連絡先までお

寄せください。 

引き続き、「おいしい山形空港」のご利用を、どうぞよろしくお願いします。 

 

 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 

 


