
資料3

様式3　平成30年度青森空港年次報告書
「1年間の出来事」

○目的

○平成30年度の主な出来事

4月21日～22日
【交通政策課・青森空港振興会議】

6月15日
【青森空港ビル株式会社】

6月30日～7月1日
【交通政策課・石川県・青森空港振興会議】

7月5日
【青森空港ビル株式会社】

名古屋において名古屋線ＰＲを実施しました

写真添付

　名古屋市栄のオアシス２１において行われた
イベントに青森観光ブースを出展し、名古屋線
の利便性についてＰＲを行うとともに、青森の
魅力など観光プロモーションを実施しました。

金沢において航空乗継利用のＰＲを実施しました

写真添付

　石川県金沢市の石川産業展示館において行わ
れたイベントに青森観光ブースを出展し、航空
乗継利用促進協議会事務局の石川県と連携した
青森空港の乗継利用促進のためのＰＲを行うと
ともに、青森の魅力など観光プロモーションを
実施しました。

　青森空港を活性化するため、青森空港活性化委員会を構成する実施主体が取り組んだ1年間
の活動内容を取りまとめ報告することにより、空港運営の可視化や県民の青森空港に対する
親近感の向上を目指すものです。

キッズコーナーの設置

写真添付

　小さなお子様と一緒に待ち時間をゆっくり過
ごしていただけるよう、国内線搭乗待合室と２
階出発ロビーにキッズコーナーを設置しまし
た。

物販・飲食店舗の中国人向けモバイル決裁端末導入

写真添付

　中国人利用者の利便性向上を図るため、物
販・飲食店舗で「支付宝（アリペイ）」と「微
信支付（ウィチャットペイ）」の決済ができる
よう、モバイル決裁端末を導入しました。
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7月7日
【青森空港ビル株式会社】

7月19日～
【青森空港ビル株式会社】

8月6日～
【青森空港管理事務所・青森空港ビル株式会社】

8月31日
【青森空港ビル株式会社】

9月8日  　ＪＮＴＯ外国人観光案内所認定 
【青森空港ビル株式会社】

北東北5空港合同情報誌「ふらっと北東北」発行

写真添付

　北東北5空港合同情報誌「ふらっと北東北」
2018年度版を2万部発行し、全国63空港及び北
東北3県合同事務所等に配布しました。
　また、平成30年9月21日に、福岡市の北東北
三県福岡アンテナショップ「みちのく夢プラ
ザ」において情報誌の配布活動を実施しまし
た。

写真添付

　訪日外国人旅行者の利便性・満足度向上を図
ることを目的に、日本政府観光局（JNTO)の
「外国人観光案内所」（カテゴリー1）の認定
を受けました。

青森空港キャラクター「ひこりん」ＬＩＮＥスタンプ配信

写真添付

　青森空港のＰＲと「ひこりん」の知名度向上
を目的に、スマートフォンなどでメッセージを
やりとりする無料通信アプリＬＩＮＥユーザー
を対象とした、オリジナルスタンプを作成・公
開した。

 RINGOMUSUME(りんご娘)とのコラボプロジェクトを実施

写真添付

　地元青森の活性化貢献を目標に活動する、ダ
ンス＆ボーカルユニットRINGOMUSUME（りん
ご娘）の新曲「 JET GIRL」を青森空港公式イ
メージソングに採用、青森空港アンバサダーに
任命するなど、コラボプロジェクトによる青森
空港の積極的なＰＲを開始しました。

 「ヒコーキ撮影レッスン2018 」を実施

写真添付

　初心者でも気軽に楽しめるカメラ撮影講座と
して、航空機の離着陸や地上作業の様子などを
エプロンからのアングルで撮影できるイベント
を実施しました。

外 国 人 観 光 案 内 所

シ ン ボ ル マ ー ク

（空港案内所へ掲示）
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9月8日～9日
【交通政策課】

県内イベントにおいて就航路線ＰＲを実施しました
【交通政策課・石川県・青森空港振興会議】

9月30日
【青森空港管理事務所】

10月18日、2月22日 大阪においてダブルトラックＰＲを実施しました
【交通政策課・三沢空港振興会・青森空港振興会議】

10月20日～21日
【青森空港振興会議】

9月8日～9日、9月22日～23日、10月6日

写真添付

　県内イベントにおいて、航空ＰＲブースを設
置し、青森県、就航地先自治体、航空会社等と
連携した就航路線のＰＲを実施しました。
（ＲＡＢまつり、ＡＢＡ番組祭、あおもり10市
大祭典inAOMORI）

写真添付

　大阪線のダブルトラックを広く周知するた
め、大阪なんばにて開催されたイベント及び伊
丹空港においてプロモーション活動を実施しま
した。

青森空港・空の日フェスタ２０１８を開催

写真添付

　青森空港では、９月３０日の「空の日」にち
なみ、空港をもっと身近で感じていただくこと
を目的に、「青森空港・空の日フェスタ」を開
催しました。
　当日は雨天にもかかわらず多数の参加者があ
り、JAL等のエアライン4社及び青森空港ビル
等の各種ブースの設置や、航空管制施設等の見
学を実施しました。

名古屋において名古屋線ＰＲを実施しました

写真添付

　第64回名古屋まつりに青函観光宣伝協議会と
連携して青森観光ブースを出展し、名古屋線の
利便性についてＰＲを行うとともに、青森の魅
力など観光プロモーションを実施しました。

　集客力のあるRABまつりにおいて、航空会社
とともに就航路線のPRを実施しました。また、
羽田空港を経由して乗継が可能な石川県ととも
に乗継利用のPRも併せて実施しました。

RABまつりにおいて就航路線・乗継利用PRを実施しました

写真添付
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【交通政策課・誘客交流課・青森県観光連盟・青森空港ビル

10月28日～3月30日 FDA名古屋線が初の冬季全期間3往復で運航
【交通政策課】

11月3日～4日、2月4日～5日札幌においてダブルトラックＰＲを実施しました
【三沢空港振興会・青森空港振興会議】

11月11日
【交通政策課・青森空港振興会議】

【交通政策課】

写真添付

　県営名古屋空港において毎年開催される「空
の日」・「空の旬間」を記念したイベントに参
画し、ＦＤＡや各就航先の自治体等が参加して
行われた当該イベントにおいて、ステージＰＲ
や観光パンフレットの配布などにより、名古屋
線のＰＲや青森の観光プロモーションを実施し
ました。

写真添付

10月23日

　JALの青森・福岡間の直行便は平成19年から
運休となり、それ以降、夏や秋の繁忙期に
チャーター便が運航されてきました。30年度も
福岡発が2往復、青森発が1往復運行され、福岡
から多くの観光客が青森を訪れたほか、青森か
らも福岡を訪れました。

福岡チャーター便が運航されました

写真添付

　日韓の交流親善及び青森・ソウル線の利用促
進を図ることを目的として、「韓日観光交流の
夕べin青森2018」を開催しました。
　アクションショー「ジャンプ」や、韓流ス
ター「ソ・ジソク氏」によるトークショーと歌
により、韓国文化コンテンツを広く県民に向け
ＰＲしました。

　札幌線のダブルトラックを広く周知するた
め、札幌市内のホテルにて開催されたイベント
及びさっぽろ雪まつりにおいてプロモーション
活動を実施しました。

県営名古屋空港「空の日」・「空の旬間」記念事業へ参画しました

11月20日

写真添付

　FDAの青森・名古屋線は平成23年に1日1往復
で運航を開始し、徐々に増便されてきました。
　好調な利用実績を反映し、10月28日～3月30
日の冬季ダイヤにおいて、初の冬季全期間1日3
往復で運航されました。

「韓日観光交流の夕べin青森2018」を開催しました
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12月3日（月）
【青森空港管理事務所】

お出迎え及びお見送りを実施しました
【交通政策課・誘客交流課・青森空港ビル】

免税売店リニューアルオープン
【青森空港ビル株式会社】

12月28日　～　1月7日 正月装飾の実施
【青森空港ビル株式会社】

「ひとっ飛び青森！青森観光キャンペーンin羽田空港を開催しました。
【交通政策課、誘客交流課、青森空港振興会議】

平成31年1月11～13日

　航空便利用による誘客促進策として、羽田空
港第１ターミナルにＰＲブースを設置し、津軽
三味線の披露やJAL客室乗務員、ご当地ゆる
キャラ等により、本県の魅力をＰＲするプロ
モーションを行いました。

青森・ソウル線週5便増便初便記念ツアーを実施するとともに、

写真添付

　年末年始に青森空港を利用されるお客様にお
正月気分を感じていただけるよう、大型パネル
等の正月装飾を行いました。

写真添付

　免税売店のリニューアル工事が完成し、
12/27にオープンしました。
　店舗面積の拡張に伴い菓子メーカーの専用什
器を設置したほか、新規商品の販売を開始しま
した

12月27日

青森空港除雪隊(ホワイトインパルス)出動式を開催

写真添付

　全国でも有数の豪雪地帯に立地する青森空港
の除雪作業を行う青森空港除雪隊(ホワイトイ
ンパルス)の活動を広く一般の方々に周知する
とともに青森空港の利用促進を図ることを目的
にホワイトインパルス出動式を開催しました。

12月22日～25日

　青森・ソウル線が週5便運航となった
ことを記念するとともに、本路線の利
用促進を図ることを目的として、増便
初便を活用し、同路線が発着するソウ
ル・仁川空港乗継で行く香港・マカオ
へのツアーを実施しました。
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1月11日～13日
【交通政策課・誘客推進課・青森県観光連盟・青森空港振興会議】

2月1日
【交通政策課】

2月2日 青森空港除雪隊「ホワイトインパルス」除雪作業見学ツアーの実施 
【青森空港ビル株式会社】

2月9日
【交通政策課・青森空港振興会議等】

2月4日～10日、2月18日～24日 冬季利用促進のための雑誌広告（誘客）の掲載
【青森空港振興会議】

写真添付

　東京線の利用促進並びに青森県への交流人口
増加を図るため、青森県や三沢空港振興会、青
森県観光連盟などと連携し、全国各地から就航
している羽田空港において、青森の観光・文化
などを紹介するプロモーションを実施し、首都
圏はもとより、全国各地からの航空乗継による
来青旅行についてＰＲを実施しました。

写真添付

　県外からの冬季における来青旅行需要を掘り
起こし、需要が落ち込む冬季の需要喚起を図る
ため、札幌駅構内等人通りの多い箇所のデジタ
ルサイネージに広告を掲載しました。

写真添付

　青森・台北線の定期便就航について、エバー
航空日本支社長及び台湾観光協会東京事務所長
の来青にあわせて、県と共同記者会見を実施し
ました。
　7月17日から週2便（水・土）で就航予定で
あり、使用機材はA321-200型。座席数は、ビ
ジネスクラス8席、エコノミークラス176席の
計184席となることなどが発表されました。

写真添付

　青森空港除雪隊「ホワイトインパルス」の高
度な除雪技術を見学するツアーを「東奥日報社
女性倶楽部ジョシマル」会員を対象に実施しま
した。

A-wing会員限定「ホワイトインパルス見学ツアー」を実施しました

写真添付

　青森空港への理解を深め、空港の利用促進に
つなげるため、冬の青森空港を支える空港除雪
隊ホワイトインパルスの除雪作業見学ツアー
を、青い森の翼ファンクラブA-wing会員限定で
実施しました。

羽田空港においてプロモーション活動を実施しました

エバー航空日本支社長等との共同記者会見を実施しました
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3月31日
【交通政策課】

FDA名古屋線が初の夏季全期間4往復で運航開始

写真添付

　FDAの青森・名古屋線は平成23年に1日1往復
で運航を開始し、徐々に増便されてきました。
　好調な利用実績を反映し、3月31日から10月
26日まで初の1日4往復で運航されることとな
りました。
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様式3　平成30年度青森空港年次報告書
年表（平成30年4月～平成31年3月）

月 日
4 16～18
4 20～22
4 20～23
4 23～24
4 27

5 3～5
5 4～7
5 14～19
5 16～20
5 23
5 27

6 3～6
6 4日
6 20～22
6 22～23

6月下旬～７月

7 8～11
7 12～13
7 10
7 14～15
7 20

8 1 JAL大阪線の全便がエンブラエル190に大型化され運航開始
8 2～6
8 5
8 10～13
8 23～25
8 28

9 4～7
9 11～12
9 15～16
9 22
9 24～28
9 30

10 15～16
10 20～21
10 21～22
10 23～26
10 23・24
10 26～29
10 27
10 28
10 29～11/1

11 1

欧州　インフルエンサー招請

中国　スキー関係者招請
欧州　フランス旅行エージェント招請

台湾　サイクリング関係者招請

香港　メディア招請
中国　北京冬季観光博出展
中国　旅行エージェント・ＫＯＬ招請

香港　旅行エージェント招請
タイ　旅行エージェント招請

事項

韓国　ＭＩＣＥ関係企業・旅行エージェント招請

韓国　知事トップセールス
韓国　ゴルフ旅行エージェント招請
台湾　高雄国際旅展（ＫＴＦ）出展
香港　メディア招請
タイ　ブロガー招請

台湾　知事トップセールス
台湾　台北国際観光博覧会（ＴＴＥ）出展
台湾　知事トップセールス
中国　河北省旅行エージェント招請
豪州　シドニースノートラベルエキスポ出展
豪州　メルボルンスノートラベルエキスポ出展

青森県・津軽海峡セミナー（東京都）の開催
台湾　教育旅行説明会開催
中国　広州ジャパンフェア出展
旅行エージェントセールスの実施（東京・名古屋・大阪・福岡）

中国　北京・天津ミッション

青森空港ハイジャック事件対応訓練を実施

タイ　旅行エージェント招請、商談会開催
韓国　ソウル事務所商談会参加
台湾　ＦＩＴ向けセミナー参加

欧州　フランスメディア招請
タイ　国際旅行博出展

青森空港不法侵入事案対処訓練を実施

青森ねぶた祭における前ねぶたの実施

空の日記念イベントへの参加

青森・九州友情の翼　ＪＡＬチャーター便ツアー
九州ＪＡＬチャーター便利用ツアー到着お出迎え

ＦＤＡ冬季スケジュール初便3便歓迎のお出迎えの実施

韓国　ＭＩＣＥ商談会参加
中国　東北知事等トップセールス（大連）

タイ　ブロガー招請
タイ　メディア招請
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様式3　平成30年度青森空港年次報告書
年表（平成30年4月～平成31年3月）

月 日 事項
11 3～4
11 21～23
11 23～25
11 23～26

12 6
12 8～9
12 11～17
12 14～16
12 22～25

1 14～17
1 15～19
1 19～23
1 24～28

11月下旬～12月上旬

2 2
2 9
2 15～17

２月下旬～３月上旬

2 23～25
2 25～3/1
2 26～3/1

3 2～4
3 13～15
3 15
3 24
3 26、10

随時

タイ　国際旅行博出展
旅行エージェントセールスの実施（東京・名古屋・大阪・福岡・札幌・仙台）

台湾　立体観光関係者招請
中国　スキー関係旅行エージェント招請

ホワイトインパルス見学会(東奥日報社女性倶楽部)
青い森のファンクラブ見学ツアーを開催

中国　旅行エージェント・ＫＯＬ招請
台湾　インフルエンサー招請
旅行エージェントセールスの実施（東京・名古屋・大阪・福岡・札幌・仙台）

名古屋線の春季利用促進のための新聞広告（送客）の掲載　東奥日報朝刊
札幌線の春季利用促進のための新聞広告（送客）の掲載　北海道新聞朝刊

青森空港業務継続計画(BCP)図上訓練を実施

各国・地域　旅行エージェントセールス

台湾　ＦＩＴ関係旅行エージェント招請、商談会開催
香港　メディア招請
中国　少年アイスホッケー関係者招請

中国　上海旅行エージェント招請
中京・関西旅行エージェント視察研修の実施

1/9～2/28 航空乗継利用促進協議会・ＪＡＬ・ＡＮＡと連携した乗継利用促進キャンペー

台湾　知事トップセールス
台湾　東北感謝祭参加
韓国　ランドエージェント招請

香港　知事トップセールス
台湾　台北国際旅展（ＩＴＦ）出展

中国　上海旅行博出展

豪州　シドニー旅行博出展
中国　深圳旅行博出展

韓国　知事トップセールス
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