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P２：11 月利用状況
搭乗者アンケートにご協力をお願いいたします
山形空港発着便の運航スケジュールについて（12/15 現在）
P３：おいしい山形空港発着 お得な名古屋／札幌 AIR パック
山形空港発着 周遊観光タクシープランができました！
P４：名古屋にいりゃあせ！vol.78
ジェイ・エア便り vol.41 ～果敢にトラ(寅)イ！～

12/13、山形空港は朝から吹雪き、除雪車が初出動しました。
毎年のことながら、降雪時も飛行機が安全運航できるように、
熟練の除雪隊が待ち構えています。

の
写真：稼働に向けた準備の様子（12/11 撮影）
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★11 月利用状況

～羽田便 52.5％、伊丹便 61.4％、名古屋便 49.0％、札幌便 46.4％～

★搭乗者アンケートにご協力をお願いいたします
現在、山形空港ご出発のお客様に、WEB アンケート調査を実施しています。
山形空港搭乗待合室に設置している、チラシやポスターの
QR コードを読み取り、アンケートサイトにアクセスしてくださ
い。回答いただいた方は、抽選で山形県内の特産品等が
当たるプレゼントキャンペーンに応募できますので、ご協力
をお願いいたします。（所要時間は約３分です。）
【お問合せ】山形空港利用拡大推進協議会
（事務局：山形県みらい企画創造部総合交通政策課）
TEL：023-630-3081 FAX:023-630-3082
※１月以降は景品が変更になります。

★山形空港発着便の運航スケジュールについて (12/15 現在)

※■は運休。

今後の運航ダイヤは次のとおりです。最新の運航スケジュールは山形空港 HP をご覧ください。
山形空港シャトル（山形空港＝JR 山形駅間バス）につきましても、航空便の発着に合わせて運行し
ています。 日本航空＝https://www.jal.co.jp/jp/ja/ ﾌｼﾞﾄﾞﾘｰﾑｴｱﾗｲﾝｽﾞ＝https://www.fujidream.co.jp/
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全便運航

★おいしい山形空港発着 お得な名古屋／札幌 AIR パック
往復航空券+宿泊ホテルのパック商品です。大変お得ですので、この機会にぜひご利用ください！！
２泊３日のプランもございますので、お申込み・パックの詳細は旅行会社の URL からご覧ください。
※出発の 14 日前まで予約受付 1 名様より出発 OK
https://yamakokanko.jp/plan/y-airport/
■冬の名古屋スペシャルフリープラン １泊２日
■冬の札幌スペシャルフリープラン１泊２日
設定日 12 月 18 日出発～１月 31 日帰着
設定日 12 月 18 日出発～１月 31 日帰着
※除外日 12/25～1/5，1/8～1/9
※除外日 12/23～25・28～31、1/1～3・8～10・31
旅行代金 15,500 円～17,500 円
旅行代金 15,000 円～16,000 円
宿泊ﾎﾃﾙ ホテルリソル名古屋
宿泊ﾎﾃﾙ ﾎﾃﾙﾘｿﾙ札幌中島公園／ﾎﾃﾙﾘｿﾙﾄﾘﾆﾃｨｰ札幌
■2022 新春初詣企画第一弾 伊勢神宮初詣両詣り・熱田神宮、猿田彦神社参拝３日間
設定日 １月 23 日(日) 旅行代金 59,800 円～89,800 円
宿泊ﾎﾃﾙ 名古屋プリンスホテルスカイタワー
※出発の 10 日前まで予約受付。１名様より出発 OK
https://www.travel-ysk.co.jp/bahw40_43/
■名古屋ｳｨﾝﾀｰｽﾍﾟｼｬﾙｷｬﾝﾍﾟｰﾝ１泊２日
■札幌ｳｨﾝﾀｰｽﾍﾟｼｬﾙｷｬﾝﾍﾟｰﾝ１泊２日
設定日 12 月 1 日出発～2 月 28 日帰着
設定日 12 月 1 日出発～2 月 28 日帰着
※除外日 12/29～1/3・1/8～1/10・2/11～2/13
※除外日 12/29～1/3・1/8～1/11・2/11～2/13・
旅行代金 14,900 円～17,900 円
2/17
宿泊ﾎﾃﾙ 名古屋栄東急 REI ホテル
旅行代金 13,900 円～18,900 円
宿泊ﾎﾃﾙ ロイトン札幌
※出発の 3 日前 17 時まで予約受付。１名様より出発 OK
https://www.rado.co.jp/
■冬の特別ｾｰﾙ FDA で行く札幌ﾌﾘｰﾌﾟﾗﾝ１泊２日 ■冬の特別ｾｰﾙ FDA で行く札幌ﾌﾘｰﾌﾟﾗﾝ１泊２日
設定期間 11 月 14 日～１月 30 日
設定期間 11 月 14 日～１月 30 日 1/9，10 は
1/9，10 は
特別価格‼
旅行代金 10,000 円～13,300 円
旅行代金 10,800 円～13,800 円
特別価格‼
宿泊ﾎﾃﾙ ホテルロンシャンサッポロ
宿泊ﾎﾃﾙ ﾎﾃﾙｳｨﾝｸﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ札幌すすきの
■冬の特別ｾｰﾙ FDA で行く名古屋ﾌﾘｰﾌﾟﾗﾝ１泊２日 ■冬の特別ｾｰﾙ FDA で行く名古屋ﾌﾘｰﾌﾟﾗﾝ１泊２日
設定期間 11 月 14 日～12 月 27 日
設定期間 11 月 14 日～１月 30 日
旅行代金 11,300 円～13,800 円
旅行代金 11,300 円～19,300 円
宿泊ﾎﾃﾙ ﾎﾃﾙｳｨﾝｸﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ名古屋
宿泊ﾎﾃﾙ アクセス・バイ・ロワジールホテル名古屋

★山形空港発着 周遊観光タクシーができました‼
山交観光㈱では、お一人でも、グループでもお得におすすめの観光地へ行ける周遊観光タクシープラン
を販売中です。山形空港到着後、直行で山寺根本中堂を参拝したり、レトロな文翔館や銀山温泉散策な
ど、雪道でも安心して観光地を巡ることができます。３時間のショートコースから丸一日のロングコースがあ
り、朝の便で山形空港に到着し日帰り観光も可能です。
また、天童・かみのやま・蔵王温泉などの宿泊地にあわせてコースをお選びい
ただくことも出来ます。
※ご予約は 10 日前までです。
■プラン詳細、お申し込みはこちらから
山交観光 HP＝https://yamakokanko.jp/plan/y-airport/
小型タクシー

ジャンボハイヤー

（１～２名）

（３～７名）
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★名古屋にいりゃあせ！vol.78
今回は、県営名古屋空港発着のお出かけ情報を掲載する WEB ページをご紹介します！
県営名古屋空港の HP（https://nagoya-airport.jp/）内に、2021 年度新しく観光情報を掲
載する WEB ページができました。①トップページ左下のバナー「そら旅観光情報」をクリック
しますと、②の観光情報ページにジャンプします。
鈴木智捺さん
愛知県周辺のお出かけ情報のリサーチには、「よくばり空旅 in
愛知県 都市・交通
局 航空空港課
東海」のデジタルブックが便利です！空港周辺で楽しめる明治
利用促進グループ
村などの観光地や、名古屋駅・栄の都心エリアのご紹介、また少
し足を伸ばして、高山やお伊勢さんといった東海地方の名所まで 愛知県庁航空空港課で、県営名古屋
空港の路線 PR を担当。山形の皆様
ご案内しています！
に愛知県のおすすめスポットをご紹介
デジタルブックを参考に、名古屋へのお出かけをぜひご検討く します♪
ださい♪
①トップページ
②そら旅観光情報ページ
③デジタルブック

★ジェイ・エア便り vol.41

～果敢にトラ（寅）イ！ ～

コロナ禍がようやく落ち着きつつある年末ですが、皆さま、いかがお過ごしでしょうか。
私は先日、奈良県桜井市の阿部にある安倍文殊院に行ってきました。
安倍文殊院は、山形の亀岡文殊、京都の切戸文殊とともに日本三文殊の一つで、大化
の改新で名高い 645 年、孝徳天皇の勅願もあって安倍氏の氏寺として建立されたのが始
まりです。本堂には快慶による文殊菩薩像が本
尊として納められ、今でも国宝として参拝するこ
とができます。また奈良時代の安倍仲麻呂、平
安時代の安倍晴明も境内の金閣浮御堂に祀ら
れています。
「三人寄れば文殊の知恵」というように、文殊
院は合格祈願でも知られています。2022 年の
干支は寅ということで、『果敢にトラ（寅）イ』と銘
打ったパンジー8,000 株によるジャンボ干支花
絵が早くも完成しており、私も息子の大学合格
前田恒倫さん
を（今年も）願ってきました。
山形＝羽田・伊丹便を運
航するジェイエア事業企
大阪国際空港（伊丹）から奈良県桜井市までは電
画部長。山形 E190 初就
航、ミニオンジェット就航
車で１時間 40 分、桜井駅から安倍文殊院まではバ
にご尽力いただきまし
た！
スで 10 分（徒歩で 25 分）です。ぜひどうぞ。
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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