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信州まつもと空港発  過去 3年のチャーター便実績

長野県地域発元気づくり支援金活用事業
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（一社）松本青年会議所　「新しい地図」特別会議 事業

～信州まつもと空港⇔宮古島を繋ぐ～

実施
しました！
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一般社団法人　松本青年会議所 認承188松本 から宮 古 島 へ未 来 を繋ぐ！！

信州まつもと空港 定期便時刻表 2020年 3月29日～2020 年 10月24日

信州まつもと▶福岡
便名 FDA205　JAL3542 出発　14:25 到着　16:05

福岡▶信州まつもと

便名 FDA207　JAL3544 出発　16:25 到着　18:05

便名 FDA202　JAL3543 出発　7:55 到着　9:25

便名 FDA204　JAL3547 出発　12:25 到着　13:55

信州まつもと▶札幌（兵珠）
便名 FDA225　JAL2886 出発　14:45 到着　16:20

札幌（兵珠）▶信州まつもと※7月22日～10月4日 ※7月22日～10月4日

便名 FDA224　JAL2887 出発　11:50 到着　13:30

信州まつもと▶札幌（新千歳）
便名 FDA211　JAL2852 出発　11：50 到着　13：30

札幌（新千歳）▶信州まつもと
便名 FDA212　JAL2851 出発　14:15 到着　15:55

信州まつもと▶神戸
便名 FDA233　JAL2602 出発　9：55 到着　11：00

神戸▶信州まつもと
便名 FDA232　JAL2603 出発　10:20 到着　11:20

信州まつもと▶大阪（伊丹）
便名 FDA205　JAL3542 出発　9:05 到着　9:55

大阪（伊丹）▶信州まつもと
便名 FDA202　JAL3545 出発　7:45 到着　8:35

※8月1日～8月31日 ※8月1日～8月31日

福岡110分

札幌105分

神戸65分

大阪50分

国内チャーター便 国際チャーター便

14便
仁川４、台北３、高雄１、ハバロフスク２、
ウラジオストク２、シェムリアップ２

平成29年度 103便
稚内22、種子島17、出雲11、長崎11、中標津5、宮古5、岡山4、広島4、熊本4、奄美4、花巻3、
山口宇部2、徳島2、久米2、大館能代1、庄内1、南紀白浜1、隠岐1、壱岐1、鹿児島1、石垣1

国際チャーター便　便数／就航先年度 国内チャーター便　便数／就航先

44便
金浦28、仁川14、グアム２

平成31年度 121便
稚内27、中標津13、青森9、広島8、南紀白浜6、長崎6、種子島6、隠岐6、鹿児島6、奄美6、
高知4、熊本4、宮古3、花巻2、静岡2、山口宇部2、松山2、徳島2、大分2、宮崎2、徳之島2、仙台1

35便
務安25、ハバロフスク２、
ウラジオストク２、グアム2、
ハイフォン2、シェムリアップ2

平成30年度 127便
稚内26、種子島16、中標津10、広島8、隠岐7、奄美6、高知6、対馬5、関西国際4、鹿児島4、
石垣4、宮古4、青森3、長崎3、八丈島2、南紀白浜2、岡山2、石見2、出雲2、 山口宇部2、
福江2、大分2、宮崎2、熊本2、秋田1

日 程

❶ 2/21（金）　信州まつもと空港　　　福岡空港　　　ホテル（泊）

❷ 2/22（土）　福岡空港　　　那覇空港　　　宮古空港　　　パンプキンツアー　　
 　　黒糖＆島バナナスイーツ作り体験　　　ホテル（泊）

❸ 2/23（日）　中の島でシュノーケリング・スキューバー体験　　　
 下地島空港の視察　　　沖縄料理・文化体験　　　ホテル（泊）

❹ 2/24（月・祝） 宮古空港　　　那覇空港　　　中部空港　　　松本着　

私たちが

宮古島を

案内します
！

体験した松本地域在
住の
中学

生

松田 隼人くん　菅野中学校
色々な体験ができ、知識も増えて
よかった。下地島空港はリゾート感
があってすごく良かった。
経由便だと時間がかかってしまう
ので、直行便が欲しいです。

曽根原 弘人くん　鉢盛中学校
宮古島ならではの体験が沢山で
きました。
直行便があれば、宮古の人も山や
川、雪などの自然を体験すること
ができるので、是非実現して欲し
いです。

川口 茜さん　鉢盛中学校
一生忘れない体験ができました。
いつでもすぐ宮古島へ行けたらう
れしいので、ぜひ信州まつもと空
港⇔下地島空港の就航を実現し
てほしいです。

塩川 こころさん　菅野中学校
透き通った海を目に焼き付けるこ
とができました。
直行便で行けるようになったら、
友だちや家族と一緒に宮古島に
行きます！！

荒木 ななせさん　鉢盛中学校
住みたいと思うくらい最高の体験
ができました！ ハワイに行かなくて
も宮古島で十分（笑）
宮古島まで飛行機１本で行けたら
絶対に良いと思います！！

青柳 ゆずゆさん　菅野中学校
海に入るとすぐ近くに魚やサンゴ
礁があり大迫力でした。
松本には海がなく、宮古島には
山・川がないので、松本と宮古島
が繋がったら、きっと多くの人が行
き来すると思います。



酸素ボンベの使い方のレクチャーを受
けてから挑戦！
インストラクター同行のもと、水深7m
ほど潜るとカラフルな魚の群れを間近
で見ることができました。

サーフボードの上に立ち、カヌーのよう
にパドルを使って海を漕いで進みます。
慣れてくると、スイスイ海上散歩を楽し
めます。

パドルを使って海上をゆっくり進みながら
周りの景色や海中の様子を楽しみます。

宮
古
島
の
美
し
い
海
と

あ
ふ
れ
る
笑
顔

体験・見学
宮古島を ま る ご と

シュノーケリング

スキューバー

パドルボート
東洋一の美しさといわれる、真っ白な砂
浜が続く絶景のビーチ。裸足で歩くと、サ
ラサラできめ細かな砂がとても気持ちよ
かったです。

前浜ビーチ

カヤック

沖縄本島から南西に約300km、
青い海と白い砂浜のコントラストが美しい宮古島。
この旅で子どもたちは、さまざまな体験をしながら
宮古島の自然・文化・食について知ることができました。

下地島・中の島ビーチの浅瀬でシュノーケリング体験。
色とりどりのサンゴや、カクレクマノミを見つけて大盛りあがり！

パンプキンツアー
（鍾乳洞ツアー）
鍾乳洞の入口は海の中にあります。胸
まで水に浸かりながら歩いて入口へ向
かい、洞窟の奥へ奥へと進んでいきま
す。大きなカボチャ型の鍾乳石や深い
青緑色の水面がとても神秘的でした！
※鍾乳洞の入口までは、カヤックに乗って行くこと
もできます。

農家の方に教わりながらサトウキビを収穫
して、サトウキビジュース、絞り汁を煮詰め
たオリジナルの黒糖、焼バナナを作り、みん
なで試食しました。

地元の飲食店で三線の生演
奏と伝統の琉球料理などを
楽しみました。

楽し
 む

見る

▲伊良部大橋

▼保良泉（ぼらがー）ビーチ

2019年3月に新ターミナルがオープンした、宮古島市・下地島空港。
信州まつもと空港と同じく、国の育成支援型に認定されています。現
在、国内線は成田・関西国際空港、国際線は香港に就航しており、昨年
9月には松本青年会議所が「信州まつもと空港⇔下地島空港」への
チャーター便を企画。台風の影響で残念ながら欠航となってしまい
ましたが、2つの空港が結ばれたら「海と山」が楽しめる素敵な路線に
なりますよね！
今回の旅では、カフェでひと休みしたあとにショップを散策しまし
た。宮古島ならではのお土産が豊富に揃っていましたよ。

下地島空港下地島空港視
察
視
察

黒糖＆島バナナ
スイーツ作り体験
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