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【ＨＥＡＤＬＩＮＥ NEWS】 

 

【ＨＥＡＤＬＩＮＥ NEWS】 

夏休み・里帰り応援キャッシュバック・往復 4,000 円/人！ 
会員の皆様からのお声にお応えして、御家族で航空便をご利用いただける特典をご用意しまし

た。企業会員、個人会員問わず、会員を含む２人以上の御家族でご利用いただいた場合、期間

限定、先着順で、往復 4,000 円/人のキャッシュバックを実施します。 

サポーターズクラブへ御入会いただいていない方も、ご利用当日までに当クラブへ御入会いた

だければ特典利用の申請が可能です。子どもたちの夏休み期間でもあるこの機会に、たくさんの

方々のご利用をお待ちしております。 

【概要】 

◎要件 

 ・対象期間中、山形羽田便または山形名古屋便 

の同一便をご家族２名様以上でご利用すること。 

 ・御家族のうち１人以上が、本サポーターズクラブ 

の個人会員又は企業会員の従業員であること。 

 ・帰省あるいは夏休み家族旅行利用であること。 

◎対象期間：7 月 22 日（火）～8 月 31 日（日） 

◎助成額：搭乗者１名につき片道 2,000 円 

（往復の場合、御一人様 4,000 円） 

◎助成数：申込受付先着順／計 500 席（片道） 

7月22日～8月10日 250席 

8月11日～8月31日 250席 

◎申込方法：所定の申込書（山形空港ホームページ 

にご用意しております）に航空チケットの 

半券等を添付してお申込みください。 

◎交付方法：ご本人様指定の口座に口座振替します。 

◎留意事項：予定された助成数に達した場合は、対象期間中であっても助成を打ち切らせていた

だく場合がありますので、予めご了承ください。 
 
※詳細は山形空港ホームページのサポーターズクラブ専用ページをご覧ください。 
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山形空港サポーターズクラブ通信（第３号） 

山形空港ホームページで本通信の 
バックナンバーが見られます！

http://www.yamagata-airport.co.jp/cms/
mailmagazine/ 

 

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での積極的な周知をお願い 

します。（会員要件とさせていただいています。） 



会員限定     山形空港サポーターズクラブ通信 第３号 2014年（平成 26年）7月 11日（金）       2 

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

６月搭乗率は、羽田便 81.9％、名古屋便 76.6％！！！ 

羽田便の増便、名古屋便の再開から 3 か月が経過しました。６月は、羽田便、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ました。山形空港利用拡大推進協議会では、第１四

半期（3 月 30 日～６月 30 日）の目標として「羽田便：62％～67％の高いレベル」、「名古屋便：

70％」を掲げておりましたが、いずれも達成することができました。会員の皆様のご協力に心より、

感謝いたします。 
 

【6 月（1 日～30 日）の利用状況】 

 利用者数 前年同月等比 搭乗率 前年同月等搭乗率 

山形-羽田便 7,468 人 ３．０倍 81.9％ 54.7％ 

山形-名古屋便 3,345 人 ２．４倍 76.6％ 46.7％ 

 

【第１四半期（3 月 30 日～6 月 30 日）の利用状況】 

 利用者数 前年同期等 搭乗率 前年同期等搭乗率 

山形-羽田便 21,026 人 ２．８倍 74.4％ 52.7％ 

山形-名古屋便 10,359 人 ２．４倍 74.2％ 45.9％ 
 

なお、第２四半期（７月～９月）の目標として、「羽田便：70％を超えるレベル」、「名古屋便：

70％」を掲げておりますが、航空会社からの聞き取りによれば、７月以降はこれまでに比べ搭乗率

が落ち込む見込みとなっております。（※55 日前割引、45 日前割引の終了などのため） 

羽田便は羽田空港発着枠の使用期間が 2 年間限定とされており、その後の延長については、2

年間の成果や取組みに対する評価によって決定されます。また、名古屋便の成功は次の路線展

開への大きな一歩となります。 

予約がスムーズにお取りいただけますので、出張などビジネスでの一層のご利用のほか、御家

族での夏の里帰りなどの際には、航空便を積極的にご利用いただければ幸いです。 

 

≪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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------------------------------------------------------------ 
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５年ぶり再開！高速道利用でＪＲ山形駅まで約 30 分！ 
 山形空港は駐車場無料でマイカー利用が便利な空港です。しかし、往復で鉄道と航空を組み

合わせた利用の場合や、県外の方にとってはやはりバスやタクシーでの空港アクセスが欠かせま

せん。本年 3 月 30 日から、山形市内（ＪＲ山形駅、十日町角、県庁前）と山形空港を結ぶアクセス

バスが再開され、大変便利になりました。また、近隣市町村（一部地区に限る。）には、ご自宅まで

送迎する事前予約制タクシーが運行しています。 

 

山形空港シャトル（ＪＲ山形駅～十日町角～県庁前～（高速道路利用）～おいしい山形空港） 

 
 

◎山形空港発着の全１２便（羽田便、名古屋便、伊丹便）に対応！  

発着全 12 便に対応するアクセス専用バスで、航空便到着が遅れた場合も待機しています。 

◎事前予約不要！ 

 旧ライナー時に必要であった前日 17 時までの予約が不要です。 

◎料金は 1000 円（税込）！ 

 料金は旧ライナー時の 1200 円から値下げしました。 

◎ゆったり快適にお座りいただける中型バス/マイクロバス使用！ 

28 人乗り/21 人乗りの車両での運行となりますので、ゆったりと御利用いただけます。 

 

山形空港ライナー（前日 17 時まで要予約。東根、天童、村山、寒河江、河北方面） 

◎ご利用前日 17 時までに、TEL:023-652-0757（天童タクシー）にて必ず御予約ください。 

◎指定された地域内限定ですが、御自宅まで送迎します。（予約時にお伝えください。） 

 
※詳細は山形空港ホームページ www.yamagata-airport.co.jp をご覧ください。 

------------------------------------------------------------ 
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羽田空港発 お得なきっぷのご案内 
日本の国際・国内路線のハブ空港として存在感を高める羽田空港。羽田空港からのアクセスに

ついても、鉄道各社からお得な企画切符が発売され、大変便利になっています。ここでは、事務

局お勧めの切符について、御紹介します。東京や横浜へのご出張の際、ぜひご利用ください。 

 

【東京モノレール】 www.tokyo-monorail.co.jp/tickets/value/ 

①モノレール＆ＪＲ山手線内割引きっぷ（大人片道：500 円） 最大 250 円（片道）お得！ 

羽田空港各駅から JR 山手線内各駅どこで降りても 500 円の、土曜・日曜・祝日限定のおトクな

きっぷです。7 月 19 日（土）～8 月 31 日（日）は、平日でもご利用いただけます。 

乗車駅 区間 通常運賃 発売額 

モノレール 

羽田空港各駅 

・国際線ビル駅 

・第１ビル駅 

・第 2 ビル駅 

池袋・目白・高田馬場 750 円 

500 円 

新宿・代々木・原宿・渋谷・新大久保・大塚・巣鴨・駒込 

田端・千駄ケ谷・信濃町 
690 円 

上野・御徒町・鶯谷・日暮里・西日暮里・恵比寿・目黒 

五反田・水道橋・飯田橋・市ケ谷・四ツ谷 
660 円 

東京・神田・秋葉原・品川・大崎・御茶ノ水 650 円 

有楽町・新橋・田町 630 円 
※発売期間：2015 年 3 月 31 日までの土・日・祝日及び７月 19 日（土）～8 月 31 日（日）等 

※発売場所：羽田空港各駅 
 
②モノレール羽割往復きっぷ（大人往復：800 円） 180 円（往復）お得！ 

羽田空港各駅とモノレール浜松町駅間の往復に大変便利な、「モノレール羽割往復きっぷ」。

発売日から 10 日間有効で、おとなは 180 円、こどもは 100 円おトクにご利用いただけます。 

区間 区間 通常往復運賃 発売額 

モノレール 

羽田空港各駅 
モノレール浜松町駅 980 円 800 円 

※発売期間： 2015 年 3 月 31 日まで 

※発売場所：モノレール浜松町駅、羽田空港各駅 

 

【京急電鉄】 www.keikyu-ensen.com/haneda/  

①羽田空港往復きっぷ（大人往復：1020 円）100 円～500 円程度（往復）お得！ 

 京急線羽田空港駅と都営地下鉄線各駅相互間の往復割引乗車券です。ＧＷ、夏、年末年始の

期間限定で、夏は 8 月 1 日～15 日に発売されます。（有効期間は発売日から 9 日間） 

京急線は泉岳寺駅にて都営浅草線に乗り入れており、新橋、東銀座、浅草方面に便利です。

また、浅草線の三田駅で都営三田線に乗り換えれば、日比谷、水道橋方面などへも便利にご利

用いただけます。 

区間 通常価格 発売額（往復） 

新橋、汐留⇔ 羽田空港 1,120 円 1,020 円 

日本橋、日比谷、大手町、六本木 ⇔ 羽田空港 1,200 円 1,020 円 

浅草、巣鴨、新宿（大江戸線） ⇔ 羽田空港 1,300 円 1,020 円 

板橋本町、船堀、練馬⇔ 羽田空港 1,400 円 1,020 円 

高島平、光が丘 ⇔ 羽田空港 1,500 円 1,020 円 

※発売期間：2014 年 GW：4 月 26 日～5 月 5 日、夏：8 月 1 日～8 月１５日、年末年始：12 月 23 日～1 月 6 日 

※発売場所：都営地下鉄各駅(押上、目黒、白金台、白金高輪、新宿線新宿を除く｡)及び京急羽田空港国内線ターミナル駅 

------------------------------------------------------------ 
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【山形空港ビルからのお知らせ】 
■山形空港レストラン『みそら』新メニュー  「ひがしねセット」と「かほくセット」販売開始  

 

◇「ひがしねセット」                      ９５０円   

山形空港の所在地・東根市の名産「六田
ろ く た

麩
ふ

」を使った温かいそば

と夏の山形名物「だし」と山形のお米「つや姫」ごはんのセットで

す。あつあつふわふわのお麩の煮物がのったそばと、野菜たっぷり

のさっぱりとした「だしごはん」でボリューム満点☆ 

 

◇「かほくセット」                       ９５０円   
山形空港の隣町、河北町の名物「つめたい肉そば」と夏野菜のカ

レー丼のセットです。鳥だしの効いた冷たいそば、夏にピッタリの

スパイシーなカレーでさわやかな味わい☆ 

 

暑い夏に、山形の旬をお召し上がりください！ 

 

 
 

■山形空港「搭乗待合室」「１階ロビー」への広告看板掲出のご案内  

山形空港は、山形新幹線「ＪＲさくらんぼ東根駅」や東北中央自動車道「東根ＩＣ」が

近くにあり、鉄路・陸路の高速交通機関と一体となった空港です。地域の方々はもとより

東京はじめ国内の主要都市と結ばれており、全国から多くの人々が集まります。 

 空港利用者の関心も高く、ビジネスチャンスを大きくげる情報発信の媒体として、注目

度の高い館内広告の掲出をご検討くださいますようご案内いたします。 
 
【広告スペース】◇２Ｆ 搭乗待合室内 W3,600×H1,000mm／出発ロビーW3,600×H 550mm 

 ◇１Ｆ 手荷物引取所W2,000×H1,300mm／ロビー  W3,000×H 700mm 
 
★山形空港サポーターズクラブ企業会員様には、お得にご利用いただけるよう割引をいた

します。詳しくは山形空港ビル株式会社事業部までお問い合わせください。 
 
【お問い合わせ先】山形空港ビル株式会社事業部／担当：長瀬 

TEL 0237-47-3111／FAX 0237-47-3115／Email nagase@yamagata-airport.co.jp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------ 
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【トピックス】 

■～9 月下旬：「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」 

 山形空港利用拡大推進協議会では、「おい

しい山形空港」愛称決定を機に、県内 20 の

市町村等のご協力を得て、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

様へお届けしています。 

総計 79 便、約 5050 名を対象に、今後も尾

花沢スイカ、朝日町・衛星米、高畠デラウェ

アなど旬のプレゼントが満載です。お得なこ

の機会にぜひ、山形空港をご利用ください。

www.yamagata-airport.co.jp/index.html 

 

■6 月 20 日～：山形空港会員専用ラウンジのコーヒーが NESPRESSO に。 

山形空港会員専用ラウンジで提供されるコーヒーが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、ＮＥＳＰＲＥＳＳＯになりました。企業会員、個人会員の皆様にご

利用いただけます。 

 

■6 月 29 日：山形空港開港 50 周年記念式典 

 山形空港５０周年記念式典、基調講演・パネルディスカッション及び山形空港小型機駐

機場竣工披露式が開催されました。「やわらか頭で考える山形空港の活用方法」と題して実

施されたパネルディスカッションには、本サポーターズクラブ会員の出羽桜酒造（株）の

仲野社長がパネリストとして参加されました。日本酒の海外展開のお話とともに、「海外に

行けば行くほど、山形が評価されている。外に出て歩けば歩くほど広がっていく。行動し

ないと新たなステップは生まれない。」、「東日本大震災の際、山形空港は大活躍をした。そ

の価値を残すにはいまから光り輝かないといけない。」などのお言葉をいただきました。 

 

------------------------------------------------------------ 
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編集後記  

6 月 29 日、東根のタントクルセンターにて、山形空港開港 50 周年式典が行われまし

た。吉村美栄子知事からは「山形空港の存在が見直されてきている。50 周年の年に空

港をさらに盛り上げていきたい」とのお言葉をいただきました。 

15 年ぶりの羽田便 2 往復化、3 年半ぶりの名古屋便再開となった本年ですが、就航後

3 か月の利用は順調であり、事務局一同、安堵しております。 

一方、年間の高い搭乗率確保に向けては、特別割引運賃が終了する 7 月以降がまさに

正念場ですので、山形から、首都圏から、中京圏からの利用促進に、さらに努めて参

る所存です。 

会員の皆様におかれましては、一層のご利用をお願いするとともに、同空港をご利用

いただいた際の感想や御要望など細かいことまでご遠慮なく、事務局までご連絡いた

だければ幸いです。これまでの 50 年間同様、皆様とともに歩む山形空港を目指してま

いりたいと考えております。 

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 
 


