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P2：１月利用状況 

  2020 年度上期航空ダイヤ・運賃発表 

P3：“冬のおいしいプレゼントキャンペーン”今月末まで 

  おいしい山形空港ウィンターフェスティバル 2020 開催 

  おいしい山形空港イベント in イオンモール天童  

P4：智捺女史の「名古屋にいりゃあせ！vol.62」 

ジェイ・エア便り vol.23 ～スイーツギフトプレゼント♡.～ 

“最上川雪見船と冬の羽黒山を楽しむアクセスバスツアー”が

新庄駅より毎日運行中！（～2/29 まで。前日 13：00 まで要予約） 

冬の山形の見どころでもある雪見船、雪の中の荘厳な五重塔が見

られるのもこの季節だけ！ぜひご体験ください。くわしくは山形

空港ホームページ「お得なツアー・パック」をご覧ください。 

 



★１月利用状況 ～羽田 73.8％、伊丹 61.7％、名古屋 45.5％、札幌 49.4％～ 

 

 
 

★２０２０年度上期航空ダイヤ・運賃が決まりました‼ 
■航空ダイヤ【2020.3.29～10.24】 
羽田便〔日本航空〕 

羽田発 便名 山形着 山形発 便名 羽田着 
7：15 JAL175 8：15 8：50 JAL174 9：55 
17：30 JAL179 18：30 19：20 JAL178 20：25 

伊丹便〔日本航空〕 
伊丹発 便名 山形着 山形発 便名 伊丹着 
8：00 JAL2233 9：15 9：50 JAL2234 11：10 
11：50 JAL2235 13：05 13：35 JAL2236 14：55 
16：15 JAL2237 17：30 18：00 JAL2238 19：20 

名古屋（小牧）便〔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 

9：25 FDA381 
JAL4321 

10：30 11：00 FDA382 
JAL4322 

12：10 

11：05 FDA383 
JAL4323 

12：10 16：25 FDA386 
JAL4326 

17：35 

札幌（新千歳）便〔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 

14：40 FDA603 
JAL2843 

15：55 12：40 FDA602 
JAL2842 

14：00 

■各路線運賃【2020.3.29～10.24】 
JAL運賃種類 ウルトラ先得 スーパー先得 先得割引 B 先得割引 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 7,700 円～ 7,800 円～ 8,900 円～ 9,400 円～ 9,900 円～ 17,500 円～ 19,000 円～ 

山形＝伊丹便 9,100 円～ 12,800 円～ 14,200 円～ 14,600 円～ ― 32,400 円～ 35,800 円～ 

JAL ご予約・ご購入 TEL：0570-025-071 http://www.jal.co.jp/   
FDA運賃種類 45 割 ひょいと e 割 ドリーム割 ﾌﾚｯｸｽﾄﾞﾘｰﾑ ﾊﾞｰｽﾃﾞｰ割 U22 ﾊｯﾋﾟｰ割 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 11,200 円～ 12,200 円～ 17,200 円～ 30,200 円～ 12,000 円 13,000 円 31,200 円～ 

山形＝札幌便 9,200 円～ 12,200 円～ 18,200 円～ 31,200 円～ 10,200 円 11,200 円 31,800 円～ 

※別途燃油特別付加運賃がかかる場合があります。 
FDAご予約・ご購入 TEL:0570-55-0489 http://www.fujidream.co.jp/ 
◆各路線とも、各種割引運賃は、席数に限りがあり、設定がない場合もあります。 
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★“冬のおいしいプレゼントキャンペーン”今月末まで‼ 
 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！ 

 

 

 

 
 

 

★おいしい山形空港ｳｨﾝﾀｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 2020 開催します‼ 
空港内に貼ってあるクイズに答えて豪華景品が当たる“謎解き抽選会”や、パイロッ

トやＣＡの制服で記念撮影ができる“なりきり撮影会”、普段は立ち入れない駐機場で

の“歩こうツアー”などなど。親子で楽しめる催しものを準備しております！ 

東根市のマスコット“タントくん”や山形県警の“カモンくん”とも触れ合える★ 

ぜひおいしい山形空港に遊びに来てください♪  

■開催日時 

2020年２月 22日(土)10：00～15：30 

■場所 

おいしい山形空港 

（イベント受付はレンタカーカウンター前） 

※当日、イベントにご来場の方は、空港北側の専用駐車場をご利用ください。 
https://www.yamagata-airport.co.jp/cms/winterfestival2020/ 

 

★おいしい山形空港イベント in イオンモール天童 
 昨年も大好評だったイオンモール天童での“おいしい山形空港フェスティバル” 

イオンモールでのお買い物レシートでＪＡＬ、ＦＤＡのグッズがあたる大抽選会や、特別

企画の旅行商品のご紹介、ボッチャ体験会や山形新幹線ＰＲなどなど。イベントが盛りだ

くさんです。ぜひ、遊びに来てくださいね☆ 

 

■開催日 

2020年３月８日(日) 

■場所 

イオンモール天童 

グリーンコート 
 

 

 

◆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◆ 

２/14(金) 秘伝豆おかし 河北町 

２/27(木) ほおずきまんじゅう 鮭川村 

２/28(金) ラズベリーゼリー 舟形町 
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２/７ 山形市 １/22 真室川町 
 

真室川町の 

うめ子ちゃん♪ 

https://www.yamagata-airport.co.jp/cms/winter-present2019/
https://www.yamagata-airport.co.jp/cms/winterfestival2020/


★智捺女史の「名古屋にいりゃあせ！vol.62」 
今回は、名古屋駅のご紹介をします！名古屋駅は、新幹線、JR、地

下鉄といった様々な電車やバスのターミナル駅であるほか、近年では

商業地としても開発が進んでいる地域です。 

もともと、名古屋では、買い物は「栄」が中心、名古屋駅は交通の要

所というイメージでしたが、近年次々と高層ビルが建てられ、デパート・

ショッピングモールが増えて、今は買い物に来た人でとても賑わってい

ます。今月はバレンタインデーがありますが、名古屋髙島屋のバレンタ

インイベントは、日本一の売上を誇るほどです！また、地下街が広いと

いう特徴もあり、デパートの他にも、地下でも買い物や名古屋め

しを堪能できます。 

2027 年開業予定のリニア新幹線もあるため、今後も名古屋駅

周辺から、目が離せません！県営名古屋空港からバスで最速

20分です。ぜひお越しください！ 

◇名古屋駅へのアクセス◇ 県営名古屋空港…（バス約 20 分）…名古屋駅 

 

★ジェイ・エア便り vol.23 ～スイーツギフトプレゼント♡ ～ 

バレンタインデー、ホワイトデー。どちらも大切な人にプレゼントを送って想いを伝える日で

すが、そのプレゼントにぴったりの機内販売品をご用意しました！今回のお品はチョコレート

とクッキーをセットにしたスイーツギフトで、J-AIR 客室乗務員考案

のデザインやアイデアが随所に詰まったオンリーワンの商品です。 

外箱は街に映る機影をあしらったシックな絵柄ですが、どこか懐

かしさや温もりを感じます。デザインした乗務員は、J-AIRのベー

ス、大阪国際(伊丹)空港へ帰るフライトで、いつも目にする大阪の

街をイメージいたしました。 

箱を開けると雰囲気は一変して、カラフルで可愛らしいチョコレートと飛行機クッキーが目に

飛び込んできます。飛行機はもちろん J-AIRのエンブラエル機をモチーフにしています。ご

旅行の邪魔にならないように箱のサイズにもこだわりました。 

乗務員の想いを込めた『飛行機デザイン スイーツギフト』、機内で是非お手にとってご覧く

ださい。山形発着便を含めた J-AIRの全ての便の機内で 2月から 1箱 1,000円で販売を始

めています。（商品がなくなり次第販売終了となります。） 

この『飛行機デザイン スイーツギフト』を抽選で 10 名の方

にプレゼントいたします‼ 

ご希望の方は、E-mail にて件名を「ジェイエア・スイーツギ

フトプレゼント」とし、1.お名前、2．ご住所、3．会員番号を明

記の上、飛行機や旅の思い出を添えて、サポーターズクラブ事務局（ info@yamagata-

airport.co.jp）にご応募ください。なお、当選者の発表は、記念グッズの発送をもって代えさせ

ていただきます。発送は来月末ごろを予定しています。 

応募受付期間 【2020年 2月 15日(土)～3月 15日(日)】 
 

 

 

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！ 

名古屋駅のシンボル 

JRセントラルタワーズ 

mailto:info@yamagata-airport.co.jp
mailto:info@yamagata-airport.co.jp

