
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

おいしい山形空港サポーターズクラブ通信 vol.63（2019.7） 

 

OISHII-YAMAGATA  Airport  SC-Letter  July.2019 

P2:“山形・新潟応援キャンペーン”開始 

“夏のおいしいプレゼントキャンペーン”実施中 

P3: 【山形発】“JALPAK ズバリ東京”販売中 

【女性限定】“出羽三山リトリート羽黒山編”参加者募集 

P4: ミスター飯田の「名古屋にいりゃあせ！vol.55」 

ジェイ・エア便り vol.16～山形=大阪(伊丹)線が就航 40 周年～ 

６月 25 日に、山形空港やさくらんぼ東根駅にて河北町紅花キャンペーンが行わ

れました。紅花は河北町、白鷹町、山形市高瀬などで多く栽培されており、7 月中

旬が見頃です。 

８月５日、６日、７日には山形花笠まつりが開催されます。 

「おいしい山形空港」もパレードに参加します!!ご声援よろしくお願いいたします!! 



“山形・新潟応援キャンペーン”開始!! 
 ６月 18日に山形県沖を震源とする大きな地震が発生しましたが、夏の観光シーズン

を迎える山形県・新潟県の自然、文化、食などの魅力を楽しんでいただくために、航

空・鉄道・旅行会社等では、観光施設等の割引キャンペーンを実施します！ 

ぜひご利用ください！ 

★ＪＡＬダイナミックパッケージ「山形・新潟 応援割」 
航空券と宿泊を自由に組み合わせてオリジナルの旅を作ることができる「ＪＡＬダ

イナミックパッケージ」で、電子クーポンがご利用いただけます。 

■内容：専用ページ(後日ＪＡＬwebサイトにてご案内いたします。)からのお申込みに

より、お一人様 2,000円の旅行代金割引を実施 

■販売期間：2019 年７月 24日(水)10：00～2019年８月 30日(金) 

■対象期間：2019 年７月 25日(木)～2019 年８月 31日(土)ご出発分 

■対象路線：東京(羽田)=山形、大阪(伊丹)=山形、大阪(伊丹)=新潟、札幌(新千歳)=新潟 

■対象宿泊地：山形県、新潟県内に一泊以上 

■条件：大人２名様以上のお申込み、且つ旅行代金の総額が、ご利用路線ごとに以下の 

料金を超える商品 

東京(羽田)＝山形 …総額 37,000 円以上 

大阪(伊丹)＝山形 …総額 64,000 円以上 

大阪(伊丹)＝新潟 …総額 52,000 円以上 

札幌(新千歳)＝新潟 …総額 60,000 円以上 

★山形・新潟 応援 eＪＡＬポイントプレゼントキャンペーン 
キャンペーンにご登録いただいたＪＡＬマイレージバンク(JMB)日本地区会員の方

で、期間中に対象路線を対象運賃でご搭乗いただくと、１区間あたり 500eJAL ポイン

トをプレゼントします。 

■対象期間：2019 年７月 25日(木)～2019 年８月 31日(土)ご搭乗分 

■対象路線：東京(羽田)=山形、大阪(伊丹)=山形、大阪(伊丹)=新潟、札幌(新千歳)=新潟 

■対象運賃：大人普通運賃、往復割引、ビジネスきっぷ、eビジネス６、介護帰省割引、

身体障がい者割引、特便割引１、特便割引３ 

 

“夏のおいしいプレゼントキャンペーン”実施中‼ 
山形空港ご到着のお客様においしい特産品をプレント！ご到着の際は、

ぜひお受け取りください。 

    

■キャンペーン実施期間：2019年６月 20日～2019年８月 23日 

↓次回サポーターズクラブ通信配信までのスケジュールです。 

実施日 実施団体 プレゼント内容 実施便 

７/20(土) 尾花沢市 尾花沢すいか振る舞い 
伊丹 9:15、名古屋 10:45、名古屋 12:15、 

伊丹 13：05 

７/26(金) 河北町 河北町産地酒の酒種を使ったﾊﾟﾝ 
伊丹 9:15、名古屋 10:45、名古屋 12:15、 

伊丹 13：05 
８/１(木) 大石田町 大石田町産すいか 名古屋 10:45、名古屋 12：15、伊丹 13：05 

８/３(土) 山形市 さくらんぼサイダー 羽田 8:15、伊丹 9:15、名古屋 10：45 

８/８(木) 大蔵村 ミニトマト 
名古屋 10:45、名古屋 12:15、伊丹 13:05、

札幌 16：10 

《p2》おいしい山形空港サポーターズクラブ通信 vol.63 (2019.7) 

（2019.4） 

 

6/20 東根市 7/4 寒河江市 
6/21,7/12 
山形空港利用拡大推進協議会 7/11 真室川町 



【山形発】“JALPAKズバリ東京(２日間、３日間)”販売中!! 
JALPAKの便利でお得な AIR+宿泊パックを販売中です！ 

１名様からご利用でき、９月 30日までは『京急羽特きっぷ』または『東京

モノレール羽割往復きっぷ』のクーポンがセットになっていますので、移動

も便利！ 

ご利用は山形発 8：50（JAL174）、羽田発 7：15（JAL175）に限ります。宿

泊ホテルは品川・浜松町・蒲田と羽田空港にアクセス良好なエリアが設定

されています。ビジネスに旅行に、ぜひご利用ください。 

■設定期間：2019年５月 24日～10月 31日 

■料金代金：19,300～52,300円 

■申込期限：ご出発の７日前まで 
http://domtoursearch.jal.co.jp/jal_dom/landing/14kami_zubari_tokyo_yokohama/ 
 

【女性限定】“出羽三山リトリート(※) 羽黒山編”参加者募集!! 
（※リトリート・・・日常生活から離れ、心身をリセットすること。） 

時空を司る月読命（ツキヨミノミコト）を主祀

神とする月山を中心とした出羽三山。 

 現在・過去・未来を司る３つのお山（羽黒山・

月山・湯殿山）を行くことで、人は「生まれ変わ

り」を果たすと云われています。仕事や家庭など

の日常生活から自分を一旦切り離し、「特別な場

所」で自分と向き合う時間や新しい体験をすることで思考の転換を行い、心と体をリ

セット。人生をより良く再スタートしていただくことを目的とした「出羽三山リトリ

ートプログラム」。 

 今回は「現在」を司る「羽黒山」をフィールドに、杉並木の間に設けられた長い石

段をめぐり、宿坊で精進料理をいただいて宿泊、日本人のルーツや歴史についての座

学やヨガなども体験できるツアーとなります。皆様のご応募お待ちしております！ 
募集人員 １０名 （最少催行人員８名） 

旅行期間 
第１弾 ２０１９年９月２５日(水)－２６日(木) １泊２日 

第２弾 ２０１９年１０月５日(土)－６日(日) １泊２日 

旅行代金 
110,000円(消費税含む) 

往復航空券、貸切バス代、宿泊、いせでわオリジナル御朱印帳など 

応募条件 
20歳以上の女性 

航空機による移動や羽黒山の石段登りなど、健康上や体力的に支障のない方 

応募締切 
2019年 7月 28日(日)23：59 
※応募多数の場合は抽選となります。応募時に「応募理由」など、簡単なアンケートにお答えいただ

いた方の中から選考いたします。あらかじめご容赦ください。 

参加者の確定 

2019年 8月 5日(月)～8月 9日(金)の間に、庄交トラベルよりメールまたは

電話にてご連絡いたします。 

※参加確定者の方のみのご連絡とさせていただいております。あらかじめご容赦ください。 

集合・解散場所 名古屋小牧空港 

参加お申込みはこちらから https://www.ise-dewa.jp/tour/retreat-haguro-2019-nagoya/ 
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★ミスター飯田の「名古屋にいりゃあせ！vol.55」 
今回は、愛知県犬山市にある「日本モンキーセンター」についてご紹介します！ 

日本モンキーセンターは、名前のとおり、お猿さんだらけの動物園です。 

センター内には、いろいろなお猿さんの仲間たちがたくさん

います。ワオキツネザルは檻の中に入って、ゼロ距離から見る

ことができます。 

また、前月号でも東山動植物園のイケメンゴリラを紹介し

ましたが、日本モンキーセンターには、ナイスミドルの「タロ

ウ」さんがいます。御年 46歳。背中の体毛が白い「シルバー

バック」の大人の魅力あふれる雄ゴリラです。人間の女性が好

きらしく、女性の方がいると近寄ってきます。 

 体験プログラムも豊富で、私が訪問したときは、タロウさん

46 歳のバースデーケーキ作りをしました。名古屋空港から

行く、“お猿さん三昧”の旅にぜひお越しください。 

◇ 詳細 ◇ http://www.j-monkey.jp/index.html 

◇アクセス◇ 県営名古屋空港…（バス約２０分）…「西春駅」…(名

鉄犬山線 約 20 分)…「犬山駅」…(バス 5 分) 

 

★ジェイ・エア便り vol.16 ～山形＝大阪(伊丹) 線が就航 40周年～ 
ご愛顧いただいております山形=大阪(伊丹)線ですが、今年

の５月で就航 40 周年を迎えることができました。これはひと

えに皆さまのお力添えあってのことです。本当にありがとうご

ざいます。 

1979年５月 26 日(土)の初便は、当時の東亜国内空港（(株)日

本エアシステムの旧商号）が YS-11で運航を開始して以来、現

在は J-AIR のエンブラエル E170 で運航しており、この 40 年

間、多くの方にご利用いただきました。 

東日本大震災の際には被災した仙台空港の代替として、山形

空港を拠点とし、大阪からたくさんの復興支援の方々や物資を

お運びさせていただいたことも記憶に新しいところです。 

これまでの感謝の意も込め、去る５月 27 日(月)、就航 40 周年記念イベントを両空

港で実施し、大阪(伊丹)空港でもご搭乗のお客さまに搭乗証明書とおしどりミルクケ

ーキを進呈し、ご好評いただきました。 

恥ずかしながら、おしどりミルクケーキは山形のふるさとの味であることを初めて

知り、その素朴な味わいのファンになりました。今後、

大阪でも是非広めていきたいと思います。 

次は就航 50周年を迎えられるよう、日々の一便一便

の安全運航を積み重ねてまいりますので、引き続きの

ご利用を是非よろしくお願いいたします。 
 

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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前田恒倫さん 
山形＝羽田・伊丹便を運
航するジェイエア事業企
画部長。山形 E190 初就
航、ミニオンジェット就航
にご尽力いただきまし
た！ 

飯田 佑吉さん 
平成 30 年度から愛知

県航空対策課配属。 

就航地 PR 頑張ります

‼! 

さくらんぼ大好きです‼! 

タロウさん 46 歳 

ワオキツネザルもすぐ近く 


