
山形－札幌便の利用促進について 

平成３１年４月１８日 

企 画 振 興 部 

１．趣旨１．趣旨１．趣旨１．趣旨    

○ 山形－札幌便の利用状況（30 年度）は、前年度比で利用者数▲2,740

人（増減率▲7.2％）の 35,375 人、搭乗率▲9.1％の 59.1％。 

○ 毎年利用が落ち込むＧＷ明けの利用拡大を図るため、運賃助成を実

施しますので、各部局の皆様はじめ、積極的な利用についてご協力を

お願いいたします。 

 

２２２２．．．．運賃運賃運賃運賃助成助成助成助成        ［対象搭乗日：５月８日～30 日］    

○ おいしい山形空港 春のキャッシュバックキャンペーン 

個人向け（10 名未満）5,000 円/人・往復 

○ おいしい山形空港 春の応援ツアー助成 

団体向け（概ね 10 名以上）6,000 円/人・往復 

 

３．お得な割引運賃例３．お得な割引運賃例３．お得な割引運賃例３．お得な割引運賃例    

○ ＦＤＡバースデー割運賃（20,000 円/往復） 

○ 山交観光フリーパック[往復航空券＋ホテル]（22,200 円～） 

 

（運賃・料金と助成の併用例） 

 

組合せ 

個人向け（10 名未満） 団体向け（10 名以上） 

①＋③ ②＋③ ①＋④ ②＋④ 

運賃 

料金 

①バースデー割運賃(往復) 20,000 円 - 20,000 円 - 

②フリーパック(往復+ﾎﾃﾙ） - 22,200 円 - 22,200 円 

助成 

③ｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(往復) 5,000 円 5,000 円 - - 

④応援ツアー助成(往復) - - 6,000 円 6,000 円 

実質運賃、料金 

15,000 円 

（往復運賃） 

17,200 円 

(往復運賃＋ﾎﾃﾙ) 

14,000 円 

（往復運賃） 

16,200 円 

(往復運賃＋ﾎﾃﾙ) 

 

４４４４．各部局にご協力いただきたい事項．各部局にご協力いただきたい事項．各部局にご協力いただきたい事項．各部局にご協力いただきたい事項    

(1)北海道への公務出張における職員の山形－札幌便の積極的な利用 

(2)職員の職場旅行（課単位での旅行、部内幹部会の旅行等）における

山形－札幌便の積極的な利用 

(3)職員のプライベートでの利用、企業や団体等関係機関への山形－札

幌便の利用の呼びかけ 



助 成 対 象 者

① 山形～札幌便を有償で個人利用した旅くらぶ会員

② ①の会員に同行して同一便を有償で個人利用した15歳未満の方

※無償での搭乗や、旅行会社が主催する募集型団体旅行に参加した場合の搭乗は対象外です。

ただし、航空券と宿泊のみがセットになったフリープラン商品での搭乗は対象です。

※国家公務員及び地方公務員の公務による搭乗は対象外です。

※山形空港利用拡大推進協議会が実施する他の助成との併用はできません。

助 成 額

１名につき往復５，０００円往復５，０００円往復５，０００円往復５，０００円 ［片道［片道［片道［片道利用利用利用利用の場合はの場合はの場合はの場合は２，５００２，５００２，５００２，５００円円円円］］］］

※お1人様、期間中最大で２席まで

※山形空港利用拡大推進協議会の2019年度予算の議決を助成の条件としています。

助 成 対 象

期 間

２０１９年５⽉８⽇（⽔）〜２０１９年５⽉３０⽇（⽊）搭乗分

予 約 受 付

２０１９年４⽉１０⽇（⽔）〜２０１９年５⽉１６⽇（⽊）
※事前に旅くらぶへのご入会とキャンペーンへのお申込みが必要です。

※助成予定数（320席）に達した場合は、期間中であっても受付を終了します。

申 請 方 法

①事前申込： 搭乗前に必ず、旅くらぶ事務局（山形空港ビル㈱内）に、電話やメール等でお

申込みください（必須）。助成予定数内であれば、予約番号をお知らせします。

必要事項：旅くらぶ会員のお名前、会員番号、市町村名、連絡先、利用日、助成対象者の人数

②搭 乗： 各自ご予約、お支払いのうえ、札幌便をご利用ください。

③申 請： 搭乗後、所定の「助成金交付申請書」（山形空港ホームページ等からダウン

ロードもしくは郵送対応可）に利用済み搭乗券（原本）を添付して、旅くらぶ

事務局に申請してください。 申請期限：2019年６月15日（土）

④助 成 ：山形空港利用拡大推進協議会から助成金が支払われます。

申 請 先

おいしい山形空港旅くらぶ事務局（山形空港ビル㈱）

〒999-3776 東根市羽入柏原新林3008

電 話：0237－47－3111（受付時間 9:00～17:00）

FAX：0237－47－3115 E-Mail：info@yamagata-airport.co.jp

山形＝札幌(新千歳)便

春のキャッシュバック

キャンペーン

山形発山形発山形発山形発 札幌着札幌着札幌着札幌着

１２：４５ １４：００

札幌発札幌発札幌発札幌発 山形着山形着山形着山形着

１４：５５ １６：１０

おいしい山形空港

旅くらぶ会員限定

キャンペーンの詳細や申請書様式の

ダウンロード、旅くらぶについては

５⽉生まれの方はさらにお得！
✈バースデー割 片道運賃10,000円！
✈春のキャッシュバックキャンペーンと併用すれば、片道運賃7,500円！

✈往復5,000円✈
キャッシュバック！

誕生月にご利用いただけるFDAの割引運賃「「「「バースデー割」バースデー割」バースデー割」バースデー割」

ご搭乗日3日前まで予約・購入でき、誕生月を迎えるご本人

を含め合計合計合計合計6666名様名様名様名様までご利用までご利用までご利用までご利用いただけます。詳しくは

※販売座席数に限りがあります

※別途燃油特別付加運賃、新千歳空港旅客施設使用料がかかります

検索検索検索検索ＦＤＡＦＤＡＦＤＡＦＤＡ

✈⼭形＝札幌便
運航ダイヤ

（2,019年３月31日～10月26日）

検索検索検索検索山形空港山形空港山形空港山形空港



【全項目記入必須】 平成 年 月 日

ふりがな

お名前

住 所

〒

生年月日 年 月 日 （ ）才

電話番号

メールアドレス

・月に１回程度、メールマガジンを配信します。

受付日

おいしい山形空港 旅くらぶ 【入会届出書】

おいしい山形空港旅くらぶ事務局（山形空港ビル㈱内）行

FAX：0237-47-3115／E-mail：info@yamagata-airport.co.jp

「おいしい山形空港旅くらぶ」 は 、おいしい山形空港を積極的にご利用くださる方を

対象とした会員制のくらぶです。会員限定の運賃助成やレンタカー・レストランの割引

等、様々なおいしい特典を用意し、メールマガジンにてお知らせいたします。

入会費・年会費は無料。ぜひご入会ください！

【入会条件】

・山形空港発着のご旅行に興味があり、山形空港を積極的にご利用していただける15歳以上の方。

・居住地は山形県内外を問いません。

【個人情報の取り扱いについて】

本くらぶの入会届出書等の提出を通じて記載いただいた個人情報については厳重に管理し、名簿管理以外の

利用や、第三者への提供は行いません。

【メールマガジンについて】

おいしい山形空港旅くらぶメールマガジンは「info@yamagata-airport.co.jp」より配信いたします。

ご入会される方は、こちらからのメールを受信できるよう設定してください。

【会員番号の付与について】

事務局において入会届出書を受理したのち、文書にて送付します。（申込日から1週間程度）

【会員特典について】新たな特典等については、ホームページやメールマガジンにてお知らせします。

✈山形空港レンタカー利用 最大30％割引！

✈おいしい山形空港レストラン「エアポートキッチン欅」での会員限定割引！

おいしい山形空港旅くらぶ

た び

お問合せ先

おいしい山形空港旅くらぶ事務局（山形空港ビル㈱内）

〒999-3776 東根市羽入柏原新林3008

電話：0237-47-3111（受付時間 9:00～17:00）

FAX：0237-47-3115 E-Mail：info@yamagata-airport.co.jp

※事務局記入欄



助 成 条 件 〔助成条件〕

・「山形～名古屋便」又は「山形～札幌便」を利用した旅行であること

・概ね１０人以上が参加する旅行であること

〔留意事項〕

・参加者全員が同じ市町村でなくとも可。県外の方が入っていても可。

助 成 額 １人当たり往復往復往復往復６６６６千円千円千円千円（片道の場合３３３３千円千円千円千円）助成

※協議会が設置する他の個人助成との併用はできません

※協議会の２０１９年度予算の議決を助成の条件としています

助 成 対 象 数 ３２０席 ※原則として１市町村最大１５０席まで

助成対象期間 ２０１９年５月８日（水）～２０１９年５月３０日（木）

受 付 期 間
２０１９年４月１０日（水）～２０１９年５月１６日（木）

※助成対象数に達した場合は、期間中であっても募集を終了します

申 請 方 法 ①助成を受けたい方は、ツアーの概要（ツアー日程、人数等）がわかる資料を、

旅行前に市町村窓口に相談のうえ提出します。

②市町村は、助成金交付申請一覧表を作成し、山形空港利用拡大推進協議会事務局に

通知します。

③ツアー終了後、市町村において交付申請を取りまとめ、山形空港利用拡大推進

協議会の事務局に送付します。

④協議会では申請書を審査後、申請者の方に助成金を支払います。

〔提出資料〕

・助成金交付申請書

・旅行概要（ツアー行程表など）

・搭乗したことを証する書類（利用済搭乗券の原本に限る）

申 請 先
申請者の住所地の市町村、事業所、団体の場合は所在地の市町村

（裏面をご覧ください）

名古屋・札幌便 おいしい山形空港

春の応援ツアー助成

企業、業界団体、町内会等の研修旅行など

概ね10人以上集まったツアー・団体旅行に対して

1人あたり往復６,０００円（片道3,000円）の助成



お問い合わせ・申請 市町村窓口一覧 ※お住まいの市町村等へ申請

誕生月にご利用いただけるFDAの割引運賃「「「「バースデー割」バースデー割」バースデー割」バースデー割」

ご搭乗日3日前まで予約・購入でき、誕生月を迎えるご本人を含め合計合計合計合計6666名様名様名様名様

までご利用までご利用までご利用までご利用いただけます。詳しくは

※販売座席数に限りがあります

※別途燃油特別付加運賃、新千歳空港旅客施設使用料がかかります

５月生まれの方はさらにお得！
✈バースデー割 名古屋便 片道運賃12,000円！

札幌便 片道運賃10,000円！
✈応援ツアーと併用で名古屋便9,000円 札幌便7,000円！

検索検索検索検索ＦＤＡＦＤＡＦＤＡＦＤＡ

市町村名市町村名市町村名市町村名 担当課担当課担当課担当課 電話番号電話番号電話番号電話番号 郵便番号郵便番号郵便番号郵便番号 住所住所住所住所

山形市 企画調整課 交通企画係 023-641-1212 （内222） 990-8540 山形市旅篭町2-3-25

寒河江市 企画創成課 政策調整係 0237-86-2111 （内416） 991-8601 寒河江市中央1-9-45

上山市 市政戦略課 市政戦略係 023-672-1111 （内223） 999-3192 上山市河崎1-1-10

村山市 政策推進課 政策企画係 0237-55-2111 （内272） 995-8666 村山市中央1-3-6

天童市 市長公室 政策企画係 023-654-1111 （内322） 994-8510 天童市老野森1-1-1

東根市 総合政策課 地域振興係 0237-42-1111 （内3120） 999-3795 東根市中央1-1-1

尾花沢市 総合政策課 政策企画係 0237-22-1111 （内223） 999-4292 尾花沢市若葉町1-1-3

山辺町 政策推進課 総合戦略係 023-667-1110 990-0392 山辺町緑ヶ丘5

中山町 総合政策課 政策企画グループ 023-662-4271 990-0492 中山町長崎120

河北町 政策推進課 政策推進係 0237-73-5165 （内223） 999-3511 河北町谷地戊81

西川町 商工観光課 商工観光係 0237-74-4119 （内232） 990-0792 西川町海味510

朝日町 政策推進課 地域振興係 0237-67-2112 （内227） 990-1442 朝日町宮宿1115

大江町 政策推進課 総合戦略推進係 0237-62-2118 （内274） 990-1101 大江町左沢882-1

大石田町 まちづくり推進課 政策推進グループ 0237-35-2111 （内224） 999-4112 大石田町緑町1

新庄市 総合政策課 企画政策室 0233-22-2111 （内236） 996-8501 新庄市沖の町10-37

金山町 総合政策課 総合政策係 0233-52-2111 （内232） 999-5402 金山町金山324-1

最上町 総務課 まちづくり推進室 地域振興係 0233-43-2261 （内260） 999-6101 最上町向町644

舟形町 まちづくり課 商工支援係 0233-32-2111 （内354） 999-4601 舟形町舟形263

真室川町 総務課 企画財政担当 0233-62-2111 （内213） 999-5312 真室川町大字新町127-5

大蔵村 総務課 政策推進係 0233-75-2111 （内213） 996-0212 大蔵村大字清水2528

鮭川村 総務課 政策調整係 0233-55-2111 （内211） 999-5292 鮭川村大字佐渡2003-7

戸沢村 総務課 政策調整係 0233-72-2111 （内211） 999-6401 戸沢村古口270

米沢市 総合政策課 地域振興担当 0238-22-5111 （内2807） 992-8501 米沢市金池5-2-25

長井市 地域づくり推進課 地域づくり支援室 0238-87-0817 （内341） 993-8601 長井市ままの上5-1

南陽市 みらい戦略課 企画調整係 0238-40-3211 （内438） 999-2292 南陽市三間通436-1

高畠町 企画財政課 企画調整係 0238-52-1112 992-0392 高畠町大字高畠436

川西町 まちづくり課 地域振興グループ 0238-42-6613 999-0193 川西町上小松1567

小国町 総務企画課 政策企画担当 0238-62-2264 （内325） 999-1363 小国町小国小坂町2-70

白鷹町 企画政策課 企画調整係 0238-85-6123 （内224） 992-0892 白鷹町大字荒砥甲833

飯豊町 総務企画課 総合政策室 0238-87-0521 999-0696 飯豊町大字椿2888

上記以外

お問合先

山形空港利用拡大推進協議会事務局

山形県総合交通政策課

023-630-3017・3081 990-8570 山形市松波２丁目８－１
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