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航空会社・航空乗継利用促進協議会共同乗継キャンペーンの実施について 

 

航空乗継利用促進協議会では、乗継利用と認知度向上と利用促進を図るため、日本航空

株式会社、全日本空輸株式会社と共同で下記のとおり乗継キャンペーンを１月９日（火）

から実施することとしましたので、お知らせします。  

 

記 

 

１ 期 間 

平成３０年１月９日（火）～平成３０年２月２８日（水）搭乗分 

 

２ 対 象 

同日中に同一会社の国内線を２区間以上乗り継いで利用した方 

    ※ キャンペーン参加空港（４８空港） 

        稚内、旭川、釧路、帯広、紋別、女満別、中標津、青森、三沢、花巻、秋田、 

大館能代、山形、庄内、福島、新潟、八丈島、富山、小松、能登、静岡、伊丹、神戸、

但馬、南紀白浜、岡山、鳥取、米子、出雲、石見、山口宇部、岩国、徳島、高松、 

松山、高知、北九州、佐賀、長崎、対馬、壱岐、福江、熊本、天草、大分、宮崎、 

鹿児島、奄美 

３ 賞 品 

抽選で合計３５４名様に提供 

  （１） 国内乗継往復航空券（日本航空、全日本空輸から提供）    ４名 

  （２） 就航地名産品（キャンペーン参加空港から提供）     ３５０名 

 

４ 応募方法 

航空会社ホームページ内の特設サイトから応募 

・ＪＡＬキャンペーンＵＲＬ http://www.jal.co.jp/dom/transit/ 

・ＡＮＡキャンペーンＵＲＬ http://www.ana.co.jp/noritsugi-cpn2018/    

 

（参考）航空乗継利用促進協議会 

    ・全国の地方自治体等が連携して航空乗継の周知・利用促進を図るため、石川県が設立を

呼び掛け、平成２４年８月に１３５団体で設立（会長・事務局：石川県） 

・平成２９年１２月現在の会員数 １４８ 

     （地方自治体１０６、ターミナルビル会社３７、旅行業協会３、航空会社２） 
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※当選者は、景品表示法により乗継往復運賃が10万円を超えない範囲で、希望する区間をお選びいただけます。
　（ご利用期間は2018年9月末ご搭乗分まで／一部適用除外期間あり）
※当選した航空券の利用は、各社の定めた条件によるものとします。
　詳しくは、各航空会社特設サイトにてご確認ください。

就航地名産品

http://www.noritsugi.jp/

■主催／航空乗継利用促進協議会、日本航空（株）、全日本空輸（株） ※順不同  （航空乗継利用促進協議会は、航空機の乗継利用を促進するために、全国の自治体、空港ビル会社、旅行業協会、航空会社等の団体により設立された組織です） 
■参加団体／稚内市、旭川市・旭川空港利用拡大期成会・旭川空港ビル株式会社、釧路空港利用整備促進期成会、とかち観光誘致空港利用推進協議会、オホーツク紋別空港利用促進協議会、女満別空港整備・利用促進協議会、中標津空港利用促進期成会、青森空港振興会議、三沢空港振
興会、岩手県空港利用促進協議会、秋田空港利用促進協議会、大館能代空港利用促進協議会、山形空港利用拡大推進協議会、庄内空港利用振興協議会、福島空港利用促進協議会、新潟空港整備推進協議会、八丈島空港ターミナルビル（株）、富山空港を発展させる会、小松空港協議会、の
と里山空港利用促進協議会、富士山静岡空港利用促進協議会、大阪国際空港周辺5市、神戸空港利用推進協議会、但馬空港推進協議会、南紀白浜空港利用促進実行委員会、21世紀出雲空港整備利用促進協議会、岡山空港ターミナル（株）・空路利用を促進する会、鳥取空港の利用を促進
する懇話会、米子空港利用促進懇話会、萩・石見空港利用拡大促進協議会、山口宇部空港利用促進振興会、岩国錦帯橋空港利用促進協議会、徳島空港利用促進協議会、高松空港振興期成会、松山空港利用促進協議会、高知県、北九州空港利用促進連絡会、九州佐賀国際空港活性化推進
協議会、長崎県空港活性化推進協議会、熊本県、天草空港利用促進協議会、大分空港利用促進期成会、宮崎空港振興協議会、鹿児島県、奄美大島・喜界島航路対策協議会

※キャンペーンのご応募はキャンペーン専用ページ（web）でのみ承ります。空港や機内、郵送等での応募はできません。※当選の権利は応募者ご本人となります。当選権利の譲渡はできません。
※応募の際に提供いただいた個人情報は、当キャンペーンの賞品交換のためのみ使用させていただき、一定期間保存した後は適切に処分いたします。
※未成年者の方は、アルコール賞品（⑥⑪⑮㉒㉕㉛324142）はお選びいただけません。

航空乗継利用促進協議会詳しくは
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国内線乗継往復航空券

検索航空乗継

乗継   で当たる！！
航空会社・航空乗継利用促進協議会共同乗継キャンペーン！

2891/ ➡
2018

2/

④とかち帯広空港②旭川空港 ⑤オホーツク紋別空港 ⑥女満別空港 ⑦中標津空港 ⑧青森空港

⑨三沢空港 ⑫大館能代空港⑩いわて花巻空港 ⑪秋田空港 ⑬おいしい山形空港 ⑭おいしい庄内空港 ⑮福島空港 ⑯新潟空港

⑱富山きときと空港 ㉑富士山静岡空港⑲小松空港 ⑳のと里山空港 ㉒大阪国際空港 ㉔コウノトリ但馬空港

㉕南紀白浜空港

㉓神戸空港

㉗鳥取砂丘コナン空港 ㉚萩・石見空港㉘米子鬼太郎空港 ㉙出雲縁結び空港 ㉛山口宇部空港 32岩国錦帯橋空港

34高松空港 35松山空港 38九州佐賀国際空港36高知龍馬空港 37北九州空港 39長崎空港

42五島つばき空港 43阿蘇くまもと空港 46宮崎ブーゲンビリア空港44天草空港 45大分空港

【応募結果】当選者への発送をもって発表にかえてさせていただきます。（3月下旬以降発送予定）

各2名様

空港より
48

旭川銘菓6種詰め合わせ
「旭川のお菓子といえばこれ！」
旭川ならではのお菓子を6種取り揃
えました。

とかちスイーツ小箱
菓子王国十勝を代表する魅力あふ
れるスイーツの詰め合わせです。

紋別産本ずわい甲羅盛り
紋別産ずわいがにの旨味が凝縮し
た棒肉とほぐし身を楽しめる一品。

（100g×2個）

オホーツク５品てんこ盛り
５つのまちの厳選５品詰め合わせ。
詳しくはＷＥＢで。「女満別空港ビル」
で検索！

酪農王国からの贈り物
北海道の新鮮な生乳を使った乳製
品等の詰め合わせです。

青森米「青天の霹靂」
青森の森、水、土、人の力が生み出し
たお米。上品な甘みが残る味わいで
す。（5kg×2袋）

元祖いちご煮
「いちご煮」は、ウニとアワビを贅沢
に使用した潮汁です。（415g×3缶）

岩手県産米・食べ比べセット
29年秋デビューした「金色の風」。

「銀河のしずく」と共に岩手県産最高
級品種の食べ比べをぜひ！

小玉醸造「太平山」彩月セット
爽やかな吟醸香の純米大吟醸天巧
と、純米秋田生もとを楽しめるセッ
ト。（720㎖×2本）

本場大館きりたんぽ玉手箱
「本場の味をいつでも・どこでも・１０
分で！」１０分で本場の味が楽しめま
す。２箱（１箱あたり２人前）×５セット

選べるカタログギフト「山形の贈りもの」
食の恵みと豊かな風土を一緒に詰
め込んだ山形の魅力が詰まったカ
タログギフト。

庄内産「つや姫」特別栽培米
地元庄内地域で育成された「つや
姫」。農の匠が丹精込めた美味しさ
際立つお米です。（５kg×２袋）

さるなしジュース・ワイン
空港地元特産の希少な「さるなし

（こくわ）」のジュース（6缶）・ワイン
（2本）のセットです。

SUWADA 爪切り
世界的職人技「SUWADA」の人気
モデル。鋭い切れ味が持続します。

（専用ケース付）

たてやまのぐい吞
富山の絶景、立山連峰のパノラマを
模したぐい吞、錫１００％を用いて製
作しています。

「のど黒」詰め合わせ
上品な甘みとトロにも匹敵する濃厚
な脂の乗りは、日本海を代表する高
級魚。（3枚）

㉖岡山空港
岡山晴れの国セット
岡山の特産品「白桃」をふんだんに
使用したお菓子とカレーの詰め合わ
せです。

⑰八丈島空港
八丈島特産品詰め合わせ
八丈島ならではの特産品を、幅広く
6種類取り揃えました。

天然輪島ふぐ（唐揚・鍋用）
天然ふぐの水揚げ量５年連続日本一
の輪島港でとれた輪島ふぐ（まふぐ）
の切り身です。（250g×3パック）

クラウンメロン
静岡が誇る最高級マスクメロンの
上品な甘みと香りをお楽しみくださ
い。

大阪・兵庫の特産品詰め合わせ
伊丹市：「吟醸ひやしぼり」「吟醸酒」、川西市：いちじゅくカ

レー、宝塚市：宝塚フィナンシェ、池田市：ふくまるクッ

キー、豊中市：MACHIKANE　MUTENKA　PONZU

但馬ビーフ（すき焼き用）
全国の黒毛和種のほとんどが但馬
牛の系統。和牛のルーツをご賞味あ
れ。（400g）

紀州ええもん詰め合わせセット
南高梅や湯浅醤油、金山寺味噌な
ど、紀州の“ええもん”を集めたセッ
トです！

神戸肉（焼肉用）
世界が絶賛する「神戸ビーフ」の旨
味を味わってみてください。

（４００g・２～３人前）

鳥取砂丘セット
砂コーヒーやラッキョウ漬けなど、
“鳥取砂丘”に関連した商品を詰め
合わせた特別なセットです。

浜茹で紅ずわいがに
境港産紅ずわいがに。甘くてみずみ
ずしい食感と濃厚なカニみそをご
堪能ください。（中サイズ×２～３杯）

宍道湖産「大粒しじみ」
しじみ漁獲量日本一の宍道湖で獲
れた、おいしい大粒の「大和しじみ」
です。（500ｇ×3Ｐ）

「空港はちみつ」ギフトセット
ハニー・オブ・ザ・イヤー国内最優秀
賞受賞「空港はちみつ」と「はちみつ
酢」のセットです。

ぜいたく晩酌セット
地元宇部市おすすめの日本酒「貴・ 
純米大吟醸 ドメーヌ TAKA 2016」
と蒲鉾のぜいたくな晩酌セットです

純米大吟醸「金雀飛翔」
250年に渡る伝統の技と最新技術
で造る銘酒。爽やかな甘みと旨みが
楽しめます。（720㎖）

33徳島阿波おどり空港
はもしゃぶセット
獲れたての鱧を瞬間冷凍すること
により、活き鱧の美味を存分に味わ
えます。（２人前約２２０ｇ・スープ付）

オリーブ牛（すき焼き用）
日本一のオリーブ産地香川県なら
ではの、今までにないプレミアム黒
毛和牛。（肩ロース400g）

春のみかん「カラマンダリン」
甘くて濃厚！「まつやま農林水産物ブ
ランド」の春みかんです。

高知家のうまいもん詰め合わせ
南国高知のうまいもんが、ぎっしり詰
まったオリジナルセット。

（高知県特産品10点）

北九州調味料10本セット
地元野菜を使ったドレッシングと大
正２年から愛される九州醤油の入っ
た特別セットです。

佐賀牛ハンバーグギフト
塩・胡椒のみで味付けした「佐賀牛」
100%のハンバーグ。佐賀牛の甘み
と食感をぜひ。（生冷凍140g×7個）

料亭御宿坂本屋「東坡煮」詰め合わせ
東坡煮（豚の角煮）の食感は、“とろ
とろ、ほろり”。老舗「坂本屋」伝統の
味わいです。

40対馬やまねこ空港
対馬ジビエセット
ソーセージ（２種）、ベーコン、アイス
バイン、ハムの5種を詰め合わせた、
美味しいジビエセットです。

41壱岐空港
壱岐麦焼酎＆海の特産品セット
麦焼酎発祥の地「壱岐」の自然が育
んだ麦焼酎と海の特産品の３点セッ
トです。

五島のめぐみ詰め合わせ
自然豊かな五島の特産品がたっぷ
り詰まった“よくばり”セットです。

熊本県産馬刺し詰め合わせ
日本有数の馬刺しの産地熊本から、
美味しくてヘルシーな優れものをお
届けします。

あまくさ晩柑とお菓子詰め合わせ
スッキリした甘さと、たっぷりの果汁
が特徴の爽やかな柑橘と、天草のお
菓子4品のセットです。

おおいた豊後牛もも焼肉用
きめ細やかな肉質が特徴の大分を
代表する逸品。炙る程度に焼いてお
召し上がりください。

宮崎牛ハンバーグ
全国和牛能力共進会で３大会連続内閣
総理大臣賞を受賞した、宮崎牛を１００％
使用した高級ハンバーグ。（１２０ｇ×５個）

47鹿児島空港
鹿児島黒豚しゃぶしゃぶセット
肩ロース300ｇとバラ肉400ｇを詰
め合わせた、贅沢なしゃぶしゃぶセッ
ト（ぽんず醤油付き）

48奄美空港
島豚あかりんとんセット
奄美島豚「あかりんとん」を100％使
用したソーセージ・豚バラ・ロースの
美味しいセットです。

期間中、同日に同一会社国内線を
2区間以上乗継便でご利用された方に！
※乗継割引運賃適用外でも可
※往復となる同一区間を除く
※国内線⇔国際線乗継は除く
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ANA国内線乗継をご利用の方は、URLまたはQRコードからお申込みください。

http://www.ana.co.jp/noritsugi-cpn2018/
●応募受付期間／2018年1月5日（金）～2月28日（水）※搭乗前でも搭乗後でも参加登録が可能。

日本航空国内線乗継をご利用の方は、URLまたはQRコードからお申込みください。

http://www.jal.co.jp/dom/transit/
●応募受付期間／2018年1月15日（月）～3月8日（木）

検索ANA乗継キャンペーン検索JAL乗継キャンペーン
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航空乗継
利用促進協議会

全国、北から南から！

キャンペーン期間
（対象搭乗期間）

③たんちょう釧路空港
霧の味ギフト
釧路のさんまをはじめ、魚卵や海産
物の詰め合わせセットです。
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①稚内空港
稚内ブランド詰め合わせ
稚内の豊かな自然から生まれた農
畜産物や水産物を活かして生産さ
れた産品です。

※ご搭乗日の5日後から応募可能です。
ただし、1月9日及び10日ご搭乗分は、1月15日より応募可能です。



航空乗継     「空の旅」で
全国へひとっ飛び！
目的地までのアクセスがお得になる、

「乗継割引運賃」を是非ご利用ください！
乗継割引運賃設定区間なら、通常の2区間分の料金に比べ、

とてもお得な料金で目的地までアクセス可能です。

乗継割引運賃は、当日予約でもOK！事前予約でさらにお得に！

航空乗継             で全国各地の空港へ！

で羽田や伊丹へ！

最寄りの空港を午前中に出発すれば、
午後からすぐに観光が楽しめます！

羽田や伊丹空港などで乗り継ぎ、目的地の空港へ！

3つの
メリット
3つの
メリット

出張などが多い方は、

移動時間が短いので

時間を有効に使えます。

早い！

乗継割引運賃を
乗継でもお得！

人数が多い時は

経済的にも助かります。

お得！

預けた荷物は、
最終目的地で
受け取り！
大きな荷物を持って

移動しなくてすむので

乗り継ぎ時もラクラク。

楽 ！々

飛行機を利用すると
目的地への
所要時間が短い！

時間・料金・目的によって、あなたのお得がいっぱいの空の旅！

目的地までの直行便がなくても…

北海道 東北 中国 四国 九州・沖縄

釧路湿原／最寄：たんちょう釧路空港 弘前城／最寄：青森空港 錦帯橋／最寄：岩国錦帯橋空港 坂本龍馬像／最寄：高知龍馬空港 桜島／最寄：鹿児島空港
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