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●開催日など諸事情により変更、中止される場合があります。

ゆきんこファミリーキャンプ
1月12日（土）～14日（月・祝）
香美町小代区新屋
尼崎市立美方高原自然の家

（問）美方高原自然の家
TEL.0796-97-3600
田ノ口賽の神まつり
１月14日（月・祝）
8:00～正午
豊岡市日高町田ノ口

（問）日高町観光協会
TEL.0796-45-0800
まいそう祭り
1月14日（月・祝）19:30頃～
養父市大屋町宮本
御井神社

（問）おおや観光案内所
TEL.079-669-1104
山陰海岸ジオパーク
神鍋高原スノーシューウォーク
Ⅰ：1月中旬  Ⅱ：2月上旬
Ⅲ：2月中旬 9：00～正午
豊岡市日高町
道の駅「神鍋高原」集合・受付

（問）神鍋観光協会
TEL.0796-45-0800

かんじき作りと鳴滝ハイキング
1月20日（日）9:00～
新温泉町青下地区
大人1,500円
子ども1,000円

（問）上山高原ふるさと館
TEL.0796-99-4600
関西スキー・スノボの日
１月22日（火）8：30～
豊岡市 神鍋高原スキー場

（アップかんなべ・奥神鍋）
１月25日（金）8：30～（万場）

（問）神鍋観光協会
TEL.0796-45-0800
週末アウトドア 雪遊び
1月27日（日）・2月23日（土）
香美町小代区新屋
尼崎市立美方高原自然の家

（問）美方高原自然の家
TEL.0796-97-3600
企画展｢夢と冒険

（青春を山に賭けて）｣
1月下旬～5月末
豊岡市日高町伊府 
植村直己冒険館

（問）植村直己冒険館
TEL.0796-44-1515
企画展｢マッキンリーに消えた
植村直己｣（メモリアル展）
1月下旬～3月上旬
豊岡市日高町伊府 
植村直己冒険館

（問）植村直己冒険館
TEL.0796-44-1515

第59回企画展
モンゴル写真展
12月20日（木）～4月2日（火）
豊岡市但東町中山
日本・モンゴル民族博物館

（問）日本・モンゴル民族博物館
TEL.0796-56-1000
但馬大佛初詣
1月1日（火・祝）～3日（木）
香美町村岡区川会 長楽寺
※元旦は拝観無料

（問）長楽寺（拝観受付）
TEL.0796-95-1270

ハチ高原新春花火大会
１月2日（水）19:00～20:00
※花火大会は19:30～
養父市ハチ高原

（問）やぶ市観光協会
氷ノ山鉢伏支部
TEL.079-667-3113
安井の大草履
1月3日（木）8:00～11:00
養父市安井 安井公会堂

（問）やぶ市観光協会
氷ノ山鉢伏支部
TEL.079-667-3113
別宮お綱打ち
１月９日（水）8:00頃～
養父市別宮 八幡神社

（問）やぶ市観光協会
氷ノ山鉢伏支部
TEL.079-667-3113
二宮神社「十日えびす」
１月10日（木）5:00～13:00
朝来市和田山町和田山
二宮神社

（問）和田山町観光協会
TEL.079-672-4003
宵田の十日恵比寿まつり
１月10日（木）
豊岡市日高町 西宮神社

（問）日高町観光協会
TEL.0796-45-0800
氷ノ山国際スノーフェスティバル
1月12日（土）～14日（月・祝）
養父市 氷ノ山国際スキー場

（問）氷ノ山国際スキー場
TEL.079-667-7219

第3回養父市長杯アルペン
スキー・スノーボード大会
第１戦：1月12日（土）
養父市奈良尾
氷ノ山国際スキー場

（問）養父市関宮地域局
TEL.079-667-2331
※当日はセントラルロッジ逆水
TEL.079-667-7220

第13回兵庫県雪合戦大会
2月2日（土）・3日（日）
受付8：30～（予定）
香美町 小代中学校グランド
※積雪の状況により変更あり

（問）兵庫県雪合戦大会実行委員会
TEL.0796-97-3966
但馬天満宮
学業成就合格祈願祭
2月3日（日）
豊岡市但東町 但馬天満宮

（問）但東シルクロード観光協会
TEL.0796-54-0500

週末アウトドア スノーシューハイク
2月3日（日）・24日（日）・
3月2日（土）・24日（日）
香美町小代区新屋
尼崎市立美方高原自然の家

（問）美方高原自然の家
TEL.0796-97-3600
かんじきハイキング
2月10日（日）9:00～
新温泉町海上地区
大人1,000円 子ども800円

（問）上山高原ふるさと館
TEL.0796-99-4600

わんぱくスキーキャンプ
2月9日（土）～11日（月・祝）
香美町小代区新屋
尼崎市立美方高原自然の家

（問）美方高原自然の家
TEL.0796-97-3600
第40回神鍋高原
市民スキー大会
２月中旬
豊岡市 万場ゲレンデ

（問）日高町体育協会事務局
TEL.0796-42-2505
竹スキー作り体験&
竹スキー競技大会
２月中旬予定
豊岡市 アップかんなべ
クリスノゲレンデ

（問）道の駅「神鍋高原」
TEL.0796-45-1331
但馬っ子チャレンジキャンプ
雪の楽しさを体験しよう
2月16日（土）～17日（日）
9：00～翌15：30
香美町小代区新屋
尼崎市立美方高原自然の家

（問）美方高原自然の家
TEL.0796-97-3600

Event Calendar
美方高原雪まつり
2月17日（日）
10：00～14：00（予定）
香美町小代区
ミカタスノーパーク

（問）実行委員会（小代観光協会）
TEL.0796-97-2250

アップかんなべタダック
ゲレンデまつり
２月18日（月）
豊岡市 アップかんなべ
タダックゲレンデ

（問）神鍋観光（株）
TEL.0796-45-0055
アップかんなべクリスノ
ゲレンデまつり
２月25日（月）
豊岡市 アップかんなべ
クリスノゲレンデ

（問）栗栖野観光（株）
TEL.0796-45-1545
かに雑炊・たる酒のサービス
2月28日（木）・3月7日（木）9：30～
豊岡市 ＪＲ城崎温泉駅前

（問）城崎温泉観光協会
TEL.0796-32-3663
第6回特別展
鳥−ヒトとトリの考古学−
2月28日（木）～5月7日（火）
豊岡市日高町祢布
但馬国府・国分寺館

（問）但馬国府・国分寺館
TEL.0796-42-6111

奥神鍋スキー場まつり
３月上旬 
豊岡市 奥神鍋ゲレンデ

（問）（株）奥神鍋
TEL.0796-45-0510
万場スキー場まつり
３月上旬
豊岡市 万場ゲレンデ

（問）（株）万場
TEL.0796-45-0191
銀谷のひな祭り
3月1日（金）～3日（日）
９:00～16:00
朝来市生野町口銀谷

（問）生野まちづくり工房 井筒屋
TEL.079-679-4448

渓流釣り解禁
3月1日（金）
香美町村岡区山田・小城、
小代区秋岡・久須部

（問）香美町村岡観光協会
TEL.0796-94-0123
鉢伏雪まつり
3月2日（土）～3日（日）
養父市ハチ高原スキー場

（問）やぶ市観光協会
氷ノ山鉢伏支部
TEL.079-667-3113
ハチ北スキーフェスティバル
3月3日（日）受付9:00
2日（土）は花火大会20:00
香美町村岡区大笹
ハチ北高原スキー場
ファミリーゲレンデ付近

（問）ハチ北観光協会
TEL.0796-96-0732

第12回かすみかに感謝祭
3月3日（日）8：30～12：00
香美町香住区沖浦 柴山港

（問）香住観光協会
TEL.0796-36-1234
出石初午大祭
３月15日（金）～17日(日）
豊岡市 出石城跡周辺

（問）豊岡市商工会出石支所
TEL.0796-52-2113

たる酒のふるまい及び
かにの逆さオークション
３月20日（水・祝）11:00～
豊岡市 JR城崎温泉駅前

（問）城崎温泉観光協会
TEL.0796-32-3663
もりともキャンプ春編・
アドベンチャーキャンプ春編
3月27日（水）～30日（土）
12:00～翌々日13:00（予定）
香美町小代区新屋
尼崎市立美方高原自然の家

（問）美方高原自然の家
TEL.0796-97-3600
出石桜まつり
３月下旬～４月下旬
豊岡市 出石城跡

（問）但馬國出石観光協会
TEL.0796-52-4806

1月3月

3月

2月
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Pick Up
２月

24日
（日）

かににこだわった料理や、海の幸を利用した料
理等を提供する「立ち食い屋台」や、かに・魚介
類・農作物を破格値で勝負する「素人新鮮うま
いもの競り市」、かにの販売や最上級の「津居山
かに」がその場で当たる「津居山かに大抽選会」
など、イベント盛りだくさん。

（問）豊岡観光協会 TEL.0796-22-8111

豊岡市 津居山港小島岸壁

第22回とよおか
津居山港かにまつり

Spot Information ●各イベント、教室などには参加費・材料費が必要な場合があります。定員数が限られる場合もありますのでご確認ください。

初級者向けスキー教室
第1回：1月5日（土）
※申込期限12/29
第2回：1月12日（土）
※申込期限1/5
第3回：1月19日（土）
※申込期限1/12
10:00～ 参加料500円
おぞうにのふるまい
1月6日（日） 10:30～
ぜんざいのふるまい
1月13日（日） 10:30～
第18回雪像運動会
1月27日（日） 10:00～
大人・小人100円
※申込期限1/20
第18回雪像コンテスト
2月3日（日） 9:30～
大人・小人100円
12組まで
※申込期限1/27
牧場公園雪まつり
2月10日（日）9:30～
雪玉ストラックアウトゲーム 9:30～
但馬ビーフのふるまい
11:00～ 100円
先着150名
小学生以下対象ゲーム
13:00～ 100円
先着100名
紅白もちまき14:00～
本格ソーセージづくり教室
2月17日（日） 10:00～
800円／1m
※申込期限2/10
焼きちくわ体験
3月10日（日）10:00～
大人・小人300円
※申込期限3/3

（問）県立但馬牧場公園
（新温泉町丹土）
TEL.0796-92-2641

但馬牧場公園

但馬長寿の郷
手づくりパン教室
一日作品展
3月23日（土）10：30～16：00
入場無料

（問）県立但馬長寿の郷
（養父市八鹿町国木）
TEL.079-662-8456

但馬文教府
但馬文教府みてやま学園
新春放談・交流会
1月18日（金）10：00～15：30
兵庫県地域高齢者大学4年制
大学講座 但馬文教府みてやま学園
オープンキャンパス
2月1日（金）・15日（金）
10：00～15：00
TAJIMA
シルバーダンスのつどい
3月10日（日）12：30～15：00
会場：豊岡市日高文化体育館
参加費500円

（問）但馬文教府
（豊岡市妙楽寺41-1）
TEL.0796-22-4407

南但馬自然学校
親子で自然学校
2回：1月19日（土）～20日（日）
3回：2月23日（土）～24日（日）
集合10：00頃
食事代、宿泊料、リネン料、
保険料、活動材料費

（約3,000円程度）
朝来山里山づくりイベント
3月9日（土）集合10：00頃
参加費300円

（問）県立南但馬自然学校
（朝来市山東町迫間）
TEL.079-676-4731

兎和野高原野外教育センター
親子スキー教室（一泊編）
1月19日（土）～20日（日）
親子・家族対象／定員20家族
はじめてのスキー教室

（日帰り編）
1月20日（日）
小学生対象／定員40人
中高年スキー教室
①1月21日（月）～25日（金）
②2月18日（月）～22日（金）
③3月4日（月）～8日（金）
4泊5日／40歳以上対象
定員各50人
※2泊3日コースもあり
挑戦！クロスカントリースキー
3月9日（土）定員20人
スノーシューで歩こう
3月17日（日）定員20人

（問）兎和野高原野外教育センター
（香美町村岡区宿）
TEL.0796-94-0211

ポーランドのブック・アートと
パペット・アニメーション展
12月16日（日）～1月27日（日）
大人350円、65歳以上・
高校生180円、中学生以下無料
スケート
11月23日（金・祝）～3月10日（日）
大人500円、65歳以上・
中学生以下250円
貸靴代は別途
スケート教室ペンギンコース
1期：12月8日（土）・9日（日）
2期：12月15日（土）・16日（日）
3期：1月5日（土）・6日（日）
4期：1月19日（土）・20日（日）
5期：2月2日（土）・3日（日）
6期：2月9日（土）・10日（日）
7期：2月23日（土）・24日（日）
13：30～15：00
就学前1年以内の幼児と
小中学生　貸靴代は別途
参加料2,000円（滑走料込）

（問）県立円山川公苑
（豊岡市小島）
TEL.0796-28-3085

円山川公苑

２月
9日
（土）

今年もロウソクの灯りがゆらぐ、幻想
的な世界が湯村温泉の温泉街に広がる「ゆむら
灯火の景」を開催。約 2,000 本のキャンドルに
よる雪と灯りのファンタジア、雪像作品コンテス
ト、あつあつ屋台、灯火コンサ－ト、雪ダルマ製
作体験などのイベントが催される。

（問）新温泉町商工会温泉支所
TEL.0796-92-1856

新温泉町湯 湯村温泉街 
第10回ゆむら灯火の景 1月

28日
（月）

毎年1月28日に行われる伝統行事「百手の
儀式」。御崎地区内の平内神社で、門脇・伊賀・
矢引の武将に扮した3人の少年が、的を目がけ
て101本の矢を射る。武芸の鍛錬、平家再興を
願って始まったとされ、今なお村の人によって
大切に守られている伝統行事。

（問）香住観光協会
TEL.0796-36-1234

香美町香住区御崎 平内神社
百手の儀式

17:30～（予定） 16:00頃～

木の殿堂
スノーシューで歩こう
1月27日（日）・2月10日（日）
10：00～12：00 ※要予約
参加費500円／定員20名

冬のミニコンサート
1月27日（日）
13：30～14：00頃
組み木教室
毎週日曜日 13：30～
料金600円

（問）木の殿堂
（香美町村岡区和池）
TEL.0796-96-1388

但馬ドーム
但馬ドームテニスクリニック
1月12日（土）～13日（日）
参加費必要
第14回但馬ドーム地域対抗
少年野球選手権大会
1月26日（土）～27日（日）

（問）実行委員会
soundwave@lily.ocn.ne.jp
但馬ドームソフトボール
クリニック
2月2日（土）～3日（日）
参加費必要
endurance cup  2012
高校女子ソフトボール交流大会
2月9日（土）～10日（日）

（問）但馬高体連・ソフトボール
浜坂高校・木山先生
TEL.0796-82-3174

但馬ドームアグレッシブ
インラインスケート大会
2月16日（土） 参加費必要
第14回但馬ドーム杯
シニア野球大会
2月23日（土）～24日（日）
第4回但馬ドームCUP
グラウンド・ゴルフ大会
3月16日（土）
フレンドリーカップ
中・高ソフトボール大会
3月24日（日）～31日（日）

（問）但馬高体連・ソフトボール
浜坂高校・木山先生
TEL.0796-82-3174

（問）県立但馬ドーム
（豊岡市日高町名色）
TEL.0796-45-1900

朝展−優秀作品展−
1月26日（土）～3月3日（日）
あさご芸術の森美術館
作家の提案シリーズver.11
杉山雅之展
ー歩行視と円筒形ー
2月23日（土）～3月24日（日）
あさご芸術の森美術館
収蔵作品展
千種コレクション展（仮）
3月9日（土）～4月7日（日）
あさご芸術の森美術館
作家の提案シリーズver.12
大坂一成展（仮）
3月30日（土）～4月29日（月・祝）

（問）あさご芸術の森美術館
（朝来市多々良木）
10：00～17：00

（入館は閉館の30分前まで）
大人500円 高大生300円
小中学生200円
TEL.079-670-4111

あさご芸術の森美術館
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NEWS 
兵庫県立但馬長寿の郷

「すこやかセンター」のご案内
県立但馬長寿の郷の「すこやかセンター」では、生活
を便利にする様々な福祉用具を展示。モデルルーム
では誰もが暮らしやすい工夫を提案している。見て、
触れて、体験ができる展示場で、開館時間内は誰で
も見学できる。土曜と祝日以外は専門職員（理学療
法士・作業療法士）による介護や福祉用具、住宅改
修などの相談も行っている。
　●場　　所：兵庫県養父市八鹿町国木 594-10
　　　　　   兵庫県立但馬長寿の郷
●開館時間：9：00 ～17：30
●休 館 日：12月28日～1月4日

（問）県立但馬長寿の郷  TEL.079-662-8456
http://choju.ez-site.jp/

市原悦子
「朗読とお話の世界」
２月２３日（土）
開場１３：３０～ 開演１４：００～
全席指定
一般２,000円
高校生以下１，０００円
一般：12/20～

（問）朝来市 生野マインホール
（朝来市生野町口銀谷）
TEL.079-679-4500

生野マインホール

おおや でっかい夢の書き初め会
1月12日（土）13:30～
入場無料

（問）おおやホール
（養父市大屋町山路）
TEL.079-669-0488

おおやホール

Hall Information ●催し物の料金など詳細につきましては、
　 各ホールへご確認ください。

豊岡市民プラザ
第6回新春ファミリー音楽祭
1月13日（日）開演14：00
入場無料
プラザ シネマ・シネマ
2月2日（土）

『雪之丞変化』『暁の脱走』
2月3日（日）

『悪名』『隠し砦の三悪人』
1作品500円／1日券800円
アートスクールⅢ
演劇プログラム発表公演
作・演出 内藤裕敬

（南河内万歳一座座長）
3月23日（土）19：00～
24日（日）14：00～
一般500円、ペア800
円、高校生以下無料
※当日は200円増・
ペア券は前売りのみ

（問）豊岡市民プラザ
（豊岡市大手町アイティ7F）
TEL.0796-24-3000

豊岡市民会館
とよおか・シネマオアシス
VOL.10『奇跡』
1月20日（日）
①開場10:00 上映10:30
②開場13:30 上映14:00 
全席自由　一般1,000円
中学生以下500円
チケット発売中！
スターダスト・レビュー
ライブツアー『B.O.N.D』
3月16日（土）
開場17:00  開演17:30
全席指定6,500円
チケット発売中！

（問）豊岡市民会館
（豊岡市立野町）
TEL.0796-23-0255

第21回ジュピターホール
歌謡祭（決勝大会）
1月20日（日） 
開場13：00～ 開演13:30～
全席指定 入場料1,000円
第17回兵庫県警察音楽隊
ふれあいタウンコンサート
2月17日（日） 
開場13：00～ 開演13:30～
全席自由／入場無料
※整理券12/8～
ＡＳＡＧＯ演劇セミナー
２０１２（仮称）
３月３１日（日）
全席自由／一般1,000円、
高校生以上500円

（問）朝来市和田山
ジュピターホール

（朝来市和田山町玉置）
TEL.079-672-1000

和田山ジュピターホール

GEO TOPICS

山陰海岸ジオパークのロゴマークを、商品パッケー
ジ等に使用した「ロゴマーク商品」を募集しています。
ご応募お待ちしています。
　【商品内容】
・ジオパークエリア内の素材を使って作られた商品
　（使用例：加工食品・農作物・海産物・料理・陶器・
　衣類など）
・ジオパークの見所（玄武洞、猿尾滝、湯村温泉など）    
　にちなんだ商品
　（使用例：カレンダー、ポストカード、絵画など）
・山陰海岸ジオパークロゴマークをＰＲする商品
　（文房具、衣類、タオル、袋、扇子、バッチ、キーホ
　 ルダーなど）
　【ロゴマーク使用申請】
ロゴマークの使用には、申請書の提出が必要です。  
詳しくは、山陰海岸ジオパーク推進協議会に連絡、
またはホームページをご覧ください。
　【募集期間】 
随時
　【ロゴマーク使用料】 
無料
　【商品の紹介】
ロゴマーク商品は山陰海岸ジオパーク推進協議会   
のホームページ、 または関連イベントなどにおいて
商品を紹介します。

（問）山陰海岸ジオパーク推進協議会事務局
〒668-0025 兵庫県豊岡市幸町 7-11
兵庫県豊岡総合庁舎内
TEL.0796-26-3783 ／ FAX.0796-26-3785
http://sanin-geo.jp/
※サイト内にてロゴマーク使用申請の案内があります。

山陰海岸ジオパーク
新規ロゴマーク商品の募集について

山陰海岸ジオパーク 検 索 →

〈ロゴマーク〉
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◆ 但馬空港推進協議会   〒668-0044  兵庫県豊岡市山王町11-28　TEL.0796（24）2247  http://www.tajima.or.jp/kukou/

交流と共生の理想の都あしたのふるさと・但馬づくりをめざして

但馬ふるさとづくり協会からのお知らせ

コウノトリ但
た じ ま

馬空港と
大阪・東京・全国をネットワーク

！
速い！安い！便利！

約      分
但馬⇔大阪（伊丹）

但馬⇔東京（伊丹乗継）

約　時間
［
最
短
］

40
2

【注意事項】
記載のダイヤ及び運賃は平成 24 年12 月1日現
在のものです。ご予約の際は記載の運賃等につ
いて、JALのホームページ、または下記の予約セ
ンターにてご確認ください。

●但馬　 大阪　 東京  ダイヤ一例

基本便ダイヤ

大阪発    9:00  　  但馬着    9:40

但馬発  10:05  　  大阪着  10:45

大阪発  14:20  　  但馬着  15:00

但馬発  15:25  　  大阪着  16:05

JAC2321便

JAC2322 便

JAC2323 便

JAC2324 便

   7:30発　 　  　8:40着　9:00 発　　　   9:40着
12:35着　　   11:30 発 10:45 着　　    10:05 発
 
12:30発　 　  13:40 着 14:20 発　  　  15:00 着
17:35 着　 　  16:30 発 16:05着　　    15:25 発

東京（羽田）　 　 　     大阪（伊丹）　 　          但  馬

●但馬　大阪

◆欠航代替バスあり
　（コウノトリ但馬空港→大阪空港・JR 新大阪駅）

■ JAL（JAC）予約センター 0570-025-071

無料駐車場完備 マイカーでらくらく＆安心アクセス！

路線バス、レンタカー、タクシーもご利用できます！！

ご案内・ご予約のお問い合わせは…

全便適用、前日までに
要予約・購入、予約変更不可

片道
（ 大 人 ）

● 但 馬 ⇔ 大 阪

7,900〜8,900円

特 便 割 引1
適用日限定、28日前までに
要予約・購入、予約変更不可

片道
（ 大 人 ）

● 但 馬 ⇔ 大 阪

5,900〜6,900円

先 得 割 引特 便 割 引1 先 得 割 引
● 但 馬 ⇔ 大 阪

12,400 円

普 通 運 賃普 通 運 賃

片道
（ 大 人 ）

＊但馬・丹後に在住・在勤の方は、さらに各市町の助成が受けられます！

※助成金額は居住地または勤務地の市町により異なります。詳しくは各市役所、役場にお問い合わせください。
3,000円〜9,000円 助成されます！●旅行代金から、さらに

さらにお得に
利用しよう！

●発売期間：H25.3/31まで
※12/29 ～1/6を除く

（問）但馬空港推進協議会   豊岡市山王町11-28 TEL.0796 （24） 2247 http://www.tajima.or.jp/kukou/
（問）全但バス株式会社   養父市八鹿町八鹿113-1 TEL.079（662） 2131 http://www.zentanbus.co.jp/

協 賛  豊岡市コウノトリ但馬空港利用促進協議会  

コウノトリ但馬空港発。
飛行機で行って、
特急バスで帰る「大阪・神戸」の旅！！

コウノトリ但馬空港で飛行機を利用されると復路の特急バス料金が●大阪発 城崎行・湯村行が2,000円●神戸発 城崎行・湯村行が1,500円

※その他プランについての詳細は、
　お気軽にお問い合わせください。

さらに便利に
お得になりました

行き“飛行機”を使えば、
帰りの“特急バス”が安くなる！！A I R

BUS
プラン 

＆
エアー＆バス

◆特急バス前線が対象です！！（城崎・湯村行大阪発便／城崎・湯村行神戸発便）
◆旅行代理店でバス予約ができます ◆豊岡市営駅前駐車場の24 時間無料券サービス

割

27,800円〜55,800円

●お申込みは但馬内の旅行代理店へ （お申込みは出発日の10日前まで）

往復航空運賃＋ホテル宿泊費（1泊または2 泊＋朝食）

キャンペーン

※Aグループ2日間／ 3 〜 4 名1室／ 1名様

◆出発日：平成 25 年 4月25日（木）までの毎日出発
◆出発日から最長 8日間まで復路便の延長 OK！
◆食事：2日間コースは1朝食付、3日間コースは2 朝食付

◆対象搭乗期間：2012年12 月15日〜2013 年2 月28日搭乗分まで
◆対象店舗：但馬内の旅行代理店　
◆対象運賃：但馬⇔伊丹便の包括運賃（IIT、IT5、JALPAK 東京商品）を
　　　　　　除く全ての運賃に適用 ※新成人・小学生航空券無料引換分は対象外
◆クーポン券取扱期間：2012年12 月1日〜2013年2月27日

ビジネスにも！観光にも便利！！
コウノトリ但馬空港から行く！！東京2・3日間

フライト指定OK！！

2 搭乗発券で
1,000円お得！

W

2013
4/25
まで

フライト

キャンペーン対象期間の航空券
お一人様 2 搭乗分を同時発券
された場合、その場で使える
クーポンをプレゼントします。

期間限定


