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P2：８月利用状況 

2019 年度 下期ダイヤ・運賃発表 

P3：【特別企画】きまいよ！かがわ！ 

乗継で行く～瀬戸内国際芸術祭 2019～ 

P4：智捺女史の「名古屋にいりゃあせ！vol.57」 

ジェイ・エア便り vol.18 ～バトンドール～ 

9 月 29 日(日)はおいしい山形空港フェスティバル★ 

普段は入れない制限区域でのイベントです。 

滑走路を歩くツアーや空港で働く車、ヘリコプター、小型機の展示 

などなど、楽しい企画が盛り沢山！ 

ご家族やお友達とお誘いあわせのうえ、ぜひ、お越しください！！ 



８月利用状況 ～羽田 84.3％、伊丹 75.1％、名古屋 70.7％、札幌 78.7％～ 

 

 

2019 年度下期ダイヤ・運賃発表！ 
■航空ダイヤ【2019 年 10月 27日～2020年 3月 28日】 

東京（羽田） 〔日本航空〕 

羽田発 便名 山形着 山形発 便名 羽田着 

 7:15 JAL175  8:20  8:50 JAL174  9:55 

17:30 JAL179 18:35 19:20 JAL178 20:25 

大阪（伊丹） 〔日本航空〕 
伊丹発 便名 山形着 山形発 便名 伊丹着 

 8:00 JAL2233  9:20  9:55 JAL2234 11:20 

12:15 JAL2235 13:30 14:00 JAL2236 15:25 

16:15 JAL2237 17:30 18:05 JAL2238 19:30 

名古屋（小牧） 〔フジドリームエアラインズ／日本航空〕 
名古屋発 便名 山形着 山形発 便名 名古屋着 

 9:35 FDA381,JAL4321 10:40 11:15 FDA382,JAL4322 12:30 

11:40 FDA383,JAL4323 12:45 17:05 FDA386,JAL4326 18:20 

札幌（新千歳） 〔フジドリームエアラインズ／日本航空〕 
札幌発 便名 山形着 山形発 便名 札幌着 

15:15 FDA603,JAL2843 16:35 13:15 FDA602,JAL2842 14:30 

■各路線運賃【2019 年 10月 27日～2020年 3月 28日】 
JAL 運賃種類 ウルトラ先得 スーパー先得 先得割引ﾀｲﾌﾟ B 先得割引ﾀｲﾌﾟ A 特便割引 1 ﾀｲﾌﾟ C 往復割引 普通運賃 

予約購入期限 75 日前まで 55 日前まで 45 日前まで 28 日前まで 前日まで 当日まで 

山形＝羽田便 8,500円～ 8,600円～ 8,700円～ 9,500円～ 9,700円～ 17,200円～ 18,700円～ 

山形＝伊丹便 9,500円～ 11,700円～ 14,700円～ 15,100円～ ― 31,800円～ 35,800円～ 

➞JAL ご予約・ご購入 TEL：0570-025-071 https://www.jal.co.jp/  ※上記運賃は 9 月 30 日まで購入した場合の金額です。  
FDA運賃種類 45割 ひょいとe割 ドリーム割 フレックスドリーム バースデー割 U22ﾊｯﾋ゚ー 割 みんなでシニア割 普通運賃 

予約購入期限 45日前まで 7日前まで 前日まで 3日前まで 当日まで 

山形＝名古屋便 10,300円～ 12,300円～ 17,300円～ 29,800円～ 12,300円 13,300円 13,300円 30,800円～ 

山形＝札幌便 8,300円～ 9,300円～ 18,300円～ 29,800円～ 8,300円 11,300円 11,300円 30,800円～ 

※別途燃油特別付加運賃がかかる場合があります。札幌便は別途旅客施設使用料が必要となります。 

➞FDA ご予約・ご購入 TEL:0570-55-0489 https://www.fujidream.co.jp/ 
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【特別企画】 

きまいよ！かがわ！～「瀬戸内国際芸術祭 2019」～ 
 初めまして！ 香川県では、３年に１度の現代アートの祭典、瀬戸内国際芸術祭

を開催しています。 温暖な香川県で、美しい島を巡って、美術と自然に浸りませ

んか？同イベントでは、「海の復権」をテーマに掲げ、美しい自然と人間が交錯し

交響してきた瀬戸内の島々に活力を取り戻し、瀬戸内が地球上のすべての地域の

「希望の海」となることを目指しています。 

 

 

瀬戸内国際芸術祭 
＊秋会期：9/28(土)～11/4(月) 
 

 

 

 今年は、瀬戸内海の 12 の島と２つの港を舞台に、春会期・夏会期・秋会期の

３シーズンに渡って開催。秋会期は９月 28日（土）から 11月４日（月）まで開

催しています。秋会期中にしか作品が展示されない島や、各島で採れた食材を使

用したお弁当・ガストロノミーの提供など、宝探し感覚で楽しめます。 

また、今年から開催されたオフィシャルツアーでは、チャーター船で島々を巡

り、ガイドの説明により深く魅力を実感できます。 

高松空港では瀬戸内国際芸術祭の作品をモチーフとした商品の販売を行って

おります。空港ではうどん出汁の試飲も可能です。 

さらに、会期外でも香川は楽しめます。120 以上の国と地域で旅行ガイドブッ

クを発行している「Lonely Planet」の「2019年にアジア太平洋で行くべき 10箇

所」で、日本で唯一四国が選ばれています。素敵な写真を撮影できる、魔女の宅

急便（実写版）のロケ地・小豆島や、日本のウユニ塩湖・父母ヶ浜で遊びません

か？下記「うどん県旅ネット」では、旅程も紹介しております。 

しかも、搭乗 28 日前までのご予約で「JAL 乗継割引 28」を使うと大変お得で

す！ぜひこの機会にいらしてください。 
 
■瀬戸内国際芸術祭（https://setouchi-artfest.jp/） 

■うどん県旅ネット モデルコース（https://www.my-kagawa.jp/） 

■JAL乗継割引 28詳細（https://www.jal.co.jp/dom/special/hijtak-l/） 
 

 

 

 

 

 

 

父母が浜 高松空港 高松空港売店 

福嶋真実さん 

2019 年 4月から香川県交

通政策課航空振興室に配

属になりました。 

名物骨付き鳥がおすすめ

です。 

『きまいよ』は、香川の方

言で『きてください』です♪ 
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山形＝高松線は羽田空港乗継が便利！ 

山形 8:50/JAL174/ 9:55〈羽田〉12:00/JAL479/13:15 高松 

高松 15:45/JAL482/17:00〈羽田〉17:40/JAL179/18:40 山形 

「JAL 乗継割引 28」最安値は 21,100 円‼(片道) 

（上記は2019年10月26日までの航空ダイヤ・運賃です） 

https://setouchi-artfest.jp/
https://www.my-kagawa.jp/
https://www.jal.co.jp/dom/special/hijtak-l/


★智捺女史の「名古屋にいりゃあせ！vol.57」 
今回は、皆さんご存じ、三重県伊勢市の「伊勢神

宮」と「おかげ横丁」についてご紹介します！ 

「伊勢神宮」は「内宮」と「外宮」があり、豊受

大御神をお祀りする「外宮」と、皇室の御先祖である

天照大御神をお祀りする「内宮」からなります。江戸

時代から、「一生に一度はお伊勢さんにお参りに行き

たい！」と全国から多くの人が訪れています。 

伊勢を訪れたら、内宮入口横にのびる、「おかげ横丁」も外せませ

ん！伊勢名物「伊勢うどん」や、赤福の「赤福ごおり」、「松阪牛串」

や地酒の販売など、食欲をそそるお店がたくさん！風情のある街並

みや、五十鈴川の涼しげな流れに癒されつつ、古民家カフェでゆっ

たり…なんてのも素敵です。 

秋のおでかけは『お伊勢さん』へ！ 
 
◇ 詳細 ◇ 伊勢神宮：https://www.isejingu.or.jp/ 

おかげ横丁：https://www.okageyokocho.co.jp/ 

◇アクセス◇ 県営名古屋空港…（バス約 20分）…「名古屋」

…(近鉄名古屋線特急 約 80分)…「伊勢市」…

(バス・三重交通 約 13分)…「内宮前」 
 

★ジェイ・エア便り vol.18 ～ バトンドール ～ 

大阪国際(伊丹)空港は現在もリニューアル工事が続

いていますが、第１期工事の空港中央部分は昨年完成

し、到着ロビーを中心に 30店舗を超えるショップや

レストランで賑わっています。 

そのエリアの一角に関西で話題のスイーツショップ

「バトンドール」があります。 

バトンドールは澄ましバターの風味豊かなプレッツェルに、ミル

ク、ストロベリー、抹茶等のオリジナルレシピのチョコレートやパウ

ダーをコーティングした、関西の百貨店など数か所でしか手に入らな

いブランドです。その厳選された売り場の１つが大阪国際(伊丹)空港

のショップなのです。 

さらに、大阪国際(伊丹)空港のショップでは、この８月から空港

（伊丹・関西・神戸）限定のミルクシュガーのバトンドールも販売し

ています。 

この限定品も含めてバトンドールは空港で働く職員にも大人気で、

ジェイ・エアの社員もお土産や贈答用によく購入してい

ます。皆さまも関西の旅の思い出にいかがでしょうか？ 

詳細は以下のホームページをご覧ください。 

https://www.glico.co.jp/batondor/index.html 
 

 

 

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。 
山形花笠まつりも二年 

連続のご参加でした♪ 

鈴木智捺さん 
2019年に新規採用で 
愛知県庁航空対策課に 
配属になりました。 
初心者ですが山登りが 
好きです。PR一生懸命 
頑張っていきます！ 
よろしくお願いします！ 

https://www.isejingu.or.jp/
https://www.okageyokocho.co.jp/
https://www.glico.co.jp/batondor/index.html

