
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

おいしい山形空港サポーターズクラブ通信 vol.69（2020.1） 

 

OISHII-YAMAGATA  Airport  SC-Letter  Jan.2020 

P2：12 月利用状況 

  “冬のおいしいプレゼントキャンペーン”大好評実施中！ 

P3：全国航空乗継キャンペーン実施中！  

P4：智捺女史の「名古屋にいりゃあせ！vol.61」 

ジェイ・エア便り vol.22 ～西宮えびすで商売繁盛！.～ 

1/17 より蔵王で行われるスキージャンプ女子ワールドカップ 

出場選手ご一行様が札幌便で到着した際に記念にパチリ★ 

みなさんのご健闘を期待しております！！ 



★12月利用状況 ～羽田 75.3％、伊丹 67.9％、名古屋 48.0％、札幌 53.4％～ 

 
 

★“冬のおいしいプレゼントキャンペーン”大好評実施中‼ 
 おいしい山形空港の愛称にちなんで、山形県内の市町村より、山形空港にご到着のお客 

様を対象に、各地自慢の“おいしい地場産品”をプレゼント！ 

山形県内のゆるキャラにも会えるかも？ご到着の際はぜひお受け取りください！ 

  

■キャンペーン期間：2019年 12月１日(日)～2020年２月 28日(金) 

実施日、実施便についてはこちらをチェックしてください♪ 

https://www.yamagata-airport.co.jp/cms/winter-present2019/ 

キャンペーンの様子は「おいしい山形空港 Facebook」で配信しています！ 

     
 

 

 

 

 

 

◆次回サポーターズクラブ通信配信日までの実施スケジュール◆ 

１/22(水) きなこあめ 真室川町 

２/７(金) さくらんぼサイダー 山形市 

２/14(金) 秘伝豆おかし 河北町 
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12/19 朝日町 12/25 寒河江市 1/8,1/16 山形空港利用拡大推進協議会 

https://www.yamagata-airport.co.jp/cms/winter-present2019/


★全国航空乗継キャンペーン実施中‼ 

 
キャンペーン期間中に航空乗継便ご利用の方に抽選で全国の特産品が当たります！！ 

■キャンペーン期間： 

2020年１月７日(火)～２月 29日(土) 

■キャンペーン対象者： 

キャンペーン期間中、同日、同一航空会社の国内線を２区間以上乗継便でご利用された方 
※乗継割引運賃適用外でも可／往復となる同一区間は対象外／国内線⇔国際線乗継は対象外 

■応募受付期間： 

ＪＡＬ便 2020年１月 13日(月)～３月６日(金)※ご搭乗日の５日後から応募可能です。 

■応募方法： 

航空会社ＨＰの特設サイトよりお申し込みください。 

ＪＡＬ(日本航空)で国内線乗継利用  
https://www.jal.co.jp/dom/campaign/transit/index.html 

 

山形空港からは羽田・伊丹空港経由で西日本への乗継が早くて便利♪ 

 
※上記表は各地発乗継路線片道の最安運賃です。詳しくは JAL ホームページでご確認ください。 

乗継割引7 特別乗継割引

搭乗日7日前まで 搭乗日当日まで

発着空港 乗継空港 2/1～2/3 2/12～20、 25～29 2/4～10 2/21～23 2/1～2/29 1/4～2/28

山形＝福岡 羽田・伊丹 ¥20,900 ¥22,300 ¥22,100 ¥21,900 ¥31,000 ¥40,800

山形＝小松 羽田 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,000 ¥24,900 ¥31,000

山形＝岡山 羽田 ¥21,600 ¥21,600 ¥21,600 ¥21,600 ¥26,000 ¥33,500

山形＝広島 羽田 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥28,400 ¥34,500

山形＝山口宇部 羽田 ¥20,800 ¥20,800 ¥20,800 ¥24,000 ¥30,100 ¥38,800

山形＝出雲 羽田・伊丹 ¥24,500 ¥24,500 ¥24,500 ¥24,400 ¥28,400 ¥34,500

山形＝徳島 羽田 ¥22,200 ¥22,200 ¥22,200 ¥22,200 ¥27,000 ¥33,500

山形＝高松 羽田 ¥22,200 ¥22,200 ¥22,200 ¥22,200 ¥26,000 ¥33,500

山形＝高知 羽田 ¥21,900 ¥21,900 ¥21,900 ¥22,800 ¥26,800 ¥34,500

山形＝松山 羽田・伊丹 ¥23,200 ¥23,200 ¥23,200 ¥24,300 ¥26,800 ¥34,500

山形＝北九州 羽田 ¥24,500 ¥24,900 ¥24,900 ¥24,300 ¥31,000 ¥40,800

山形＝大分 羽田・伊丹 ¥24,300 ¥24,400 ¥24,300 ¥24,000 ¥30,100 ¥39,800

山形＝長崎 羽田・伊丹 ¥24,800 ¥24,300 ¥24,300 ¥24,400 ¥32,700 ¥43,000

山形＝熊本 羽田・伊丹 ¥24,300 ¥24,300 ¥24,300 ¥24,000 ¥31,000 ¥40,800

山形＝宮崎 羽田・伊丹 ¥24,300 ¥24,300 ¥24,300 ¥24,900 ¥31,000 ¥40,800

山形＝鹿児島 羽田・伊丹 ¥24,000 ¥22,000 ¥22,000 ¥22,000 ¥32,700 ¥43,000

山形＝石垣 羽田 ¥28,400 ¥28,400 ¥28,400 ¥28,400 ¥47,500 ¥67,900

山形＝沖縄(那覇) 羽田・伊丹 ¥23,100 ¥23,100 ¥23,100 ¥23,800 ¥37,700 ¥47,200

乗継割引28

ご搭乗日28日前まで予約期限

乗継割引の種類
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★智捺女史の「名古屋にいりゃあせ！vol.61」 
今回は、瀬戸物（瀬戸焼）のご紹介をします！ 

瀬戸物（瀬戸焼）は、日本有数の陶磁器の産地である瀬戸市で作

られた陶磁器のことで、瀬戸焼があまりに有名であるため、陶磁器全

般のことが瀬戸物と呼ばれることもあります。1,000年以上続く伝統あ

る瀬戸焼の生産が、今日まで受け継がれてきました。 

 市内の各地で瀬戸物づくりの体験も可能で、ろくろを使って、好き

な色でオリジナルの瀬戸物を作れる体験工房なども多くあります。自

分の手で作った陶器は、よく手に馴染むため、愛着がわくと同時に、

とても使いやすい器が出来ます。 

毎年９月には、せともの祭りが開催されています。瀬戸川沿いに

せともののお店が数百軒も並び、普段使いの器から、芸術作品ま

で、あなたのお気に入りがきっと、見つかるはずです！ぜひ、お越し

ください。 

 

◇瀬戸市へのアクセス◇ 県営名古屋空港…（バス約 20分）…

栄…（名鉄瀬戸線約 35分）…尾張瀬戸駅 

 

★ジェイ・エア便り vol.22 ～西宮えびすで商売繁盛！ ～ 

あけましておめでとうございます。 

新年にちなんで縁起の良い話を。商売の神様といえばえび

す様ですが、全国に 3,500あると言われるえびす神社の総本

社が、兵庫県西宮市にある西宮神社です。 

毎年 1月 10日の前後３日間は十日えびすが催され、100

万人を超える人が訪れます。ちなみに J-AIR も毎年、社長はじ

めスタッフ一同で参拝しており、本年も J-AIRをご利用いただ

く皆さまや、関係する全ての皆さまの商売繁盛を祈願してまいり

ました。 

この十日えびすの間、福男を決める神事が執り行われます。 

テレビでご覧になられた方もいらっしゃるかと思いますが、午

前６時の開門と同時に数千人の参拝客が本殿を目指して全力

で駆け抜け、３着までがその年の福男となるのです。J-AIR社

員の中にも参加したことがある者もおり、福男になるには鋭いコーナリングのテクニックや様々

な駆け引きが必要となり一筋縄ではいかないそうです。 

西宮えびすは阪神甲子園球場の近くに位置しており、大阪

国際(伊丹)空港からはバスで甲子園まで行き、甲子園から電

車で向かうのがお勧めです。大阪にお越しいただいた際に

は、ぜひ、西宮神社に足を運んでみてはいかがでしょうか？ 
 

 

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）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。 

山形蔵王で東北の冬 
を満喫します♪ 

鈴木 智捺さん 
2019年に新規採用で

愛知県航空対策課

所属。９月に名古屋

－山形線 PR のため

に、山形県を訪問さ

せて頂きました。 

PR 頑張ります！ 

小鉢や焼酎グラスなど、 

色々作れます 

筆者が瀬戸物体験で 

作った器です 

西宮神社の本殿 

奉納された招福の大まぐろ 


