JALグループ地域コラボレーション企画“JAPAN PROJECT”
2014年11月・12月は東北
2014年10月28日
第 14159号
JALグループは、機内誌・機内ビデオなどの媒体やお客さまとのサービス接点を通して、「日本の素晴
らしさ」を発信していく地域活性化プロジェクト、「JAPAN PROJECT」を2011年5月から展開しています。
第42弾となる2014年11月・12月は、JAL東北応援プロジェクト「行こう！東北へ」と連動した拡大版として、
2カ月連続で東北各県の魅力を大々的に発信することで、地域活性化・観光需要の創出につなげてまい
ります。
JALグループは、これからも航空輸送事業を通じて、東北応援プロ
ジェクトをはじめ、観光需要の創出、地域活性化に継続的に取り組む
ことにより、社会のお役に立てるよう努めてまいります。
WEBサイトURL http://www.jal.co.jp/japan/chiiki/
【JAPAN PROJECT 東北 概要】
1. 国内線ファーストクラスにて、東北の食材を使用した夕食をご提供
1） 宮城県、岩手県のレストランの気鋭のシェフがプロデュース
宮城県仙台市の名店「nacrée（ナクレ）」・岩手県奥州市の名店「ロレオール」のシェフが、国内線ファー
ストクラスの機内食(夕食*)をプロデュースします。地元の旬の食材を使用したこだわりのメニューを
ぜひご賞味ください。
（*）17：00以降の出発便が対象。JL918便 沖縄（那覇）-東京（羽田）は夕食対象。
11月､12月とも、上旬・中旬・下旬の3つのメニューをご用意。

11月： 「nacrée（ナクレ）」

nacrée ﾅｸﾚ（店舗外観）

緒方 稔 シェフ

緒方稔シェフ

機内食 夕食 （イメージ）

12月： 「ロレオール」 伊藤 勝康シェフ

ロレオール（店舗外観）

伊藤勝康シェフ

機内食 夕食（イメージ）

２）俵御飯に「大槌復興米」をご提供
機内食の俵御飯は、津波を乗り越えて芽吹き、
「奇跡のお米」とも呼ばれる、岩手県の「大槌復興米」
をご提供します。また同期間の機内誌特集記事
にて「大槌復興米」をご紹介します。

３）「こだわりの日本酒」は東北6県の厳選日本酒をご提供
国内線ファーストクラスの「こだわりの日本酒」は、伯楽星・冩樂・新政など東北6県の厳選された日
本酒6銘柄を１銘柄ずつ（*）順次ご提供します。

（ご提供日本酒イメージ画像）

宮城県：
福島県：
山形県：
岩手県：
秋田県：
青森県：

伯楽星 純米大吟醸 JALオリジナル
冩樂 純米大吟醸しずく取り
銀嶺月山 純米大吟醸 限定醸造
南部美人 大吟醸純米仕込み
新政 純米大吟醸 佐藤卯兵衛
八甲田おろし 純米大吟醸 華想い40

（株式会社新澤醸造店）
（宮泉銘醸株式会社）
（月山酒造株式会社）
（株式会社南部美人）
（新政酒造株式会社）
（鳩正宗株式会社）

(*)ご提供される日本酒は変更される場合もございます。

2. 国際線ビジネスクラスにて、東北の郷土料理をイメージした「ご当地御膳」をご提供
国際線のビジネスクラス(*)にて、東北各地の郷土料理をイメージした「東北御膳」をご提供します。
「胡桃豆腐」「牛タンスモーク」「ハタハタ南蛮」など東北各地の食を追求しました。

（東北御膳イメージ画像）

（*）日本発ニューヨーク/ボストン/ロサンゼルス/シカゴ/サンディエゴ/ヘルシンキ/フランクフルト/パリ/バンコク/シンガ
ポール/ジャカルタ/ホーチミン/香港/台北（松山）/北京/上海。 （路線により、ご提供内容が異なる場合もございます。）

3. 機内誌「SKYWARD」 にて東北6県を特集
国内線・国際線の機内誌「SKYWARD」にて、「東北 温かい泉は心も温める」と題し、11月号・12月号
の2回に分けて、東北6県の温泉や日本酒についてご紹介します。さらに機内誌「SKYWARD」の国際線
版では、海外のお客さま向けに日本各地の伝統工芸品や味覚などをお土産として紹介する英語記事
「Souvenir」にて11月号では宮城県の伝統工芸品「玉虫塗」を、12月号では青森県の郷土玩具「八幡馬」
をご紹介します（画像は機内誌記事11月号のイメージ）。

4. 国内線機内ビデオにて福島県・秋田県の魅力をご紹介
国内線の機内ビデオにて、お笑いコンビの「パックンマックン」がその土地の魅力を紹介する旅番組を
放映します。11月は福島県の会津若松の歴史施設を、そして12月は秋田県の横手や角館の街並みを
ウォーキングでご紹介します。

（画像は11月機内ビデオ会津若松編と12月横手角館編のイメージ画像）

5. 国内空港ラウンジで東北各県の銘酒をご提供
日本国内各地のラウンジ（*）で11月・12月の2カ月間、東北6県より取り揃えた銘酒をご提供します。
11月は宮城県・福島県・岩手県、12月は山形県・青森県・秋田県の日本酒をお楽しみください。
宮城県(*)：「一ノ蔵純米吟醸蔵の華」
「栗駒山 吟醸酒」
「純米大吟醸 鳳陽」
福島県： 「一生青春 大吟醸」
岩手県： 「酔仙 純米吟醸 煌琳」
山形県： 「出羽の里 純米大吟醸 あら玉」
青森県： 「陸奥八仙華想い50 純米大吟醸」
秋田県： 「純米吟醸 福小町」

（株式会社一ノ蔵）
（千田酒造株式会社）
（合資会社内ケ崎酒造店）
（曙酒造合資会社）
（酔仙酒造株式会社）
（和田酒造合資会社）
（八戸酒造株式会社）
（株式会社木村酒造）

（*）東京（羽田：国内線ダイヤモンド・プレミアラウンジ、国内線・サクララウンジ）・東京(成田：国内線サクララウンジ）、
札幌（新千歳）・仙台・小松・大阪（伊丹）・大阪（関西）・広島・松山・福岡・熊本・鹿児島・沖縄(那覇)
(注) ラウンジ名を表示していない空港については、国内線サクララウンジにて提供。
（*)宮城県の日本酒については、空港によって3種の銘柄のうち、いずれかをご提供いたします。

6. JALカード会員誌・国際線ファーストクラス機内誌「AGORA」で東北の食をご紹介
「愛しき町の、ローカルフード」を特集するページで、11月号では岩手県の希少な天然サクラマスを贅
沢に使用した「天然さくらます鮨」、12月号では青森県の美味しい地鶏で有名な「青森シャモロック鍋」
をご紹介します（画像は11月号記事イメージ）。

7. 訪日外国人向け情報案内サイト「JAL Guide to Japan」内に東北の観光情報を多言語で公開
世界26地域で展開しているJALホームページ内で、訪日
外国人向け情報案内サイトとして日本の観光案内や旅の
基本情報をご提供する「JAL Guide to Japan」において、
「東北編」を公開します。
東北6県の銘酒をはじめ、日本酒の楽しみ方や、冬の
シーズンに向けて、東北6県のスキー場をご紹介します。
一人でも多くの海外のお客さまを東北にお迎えすべく、
東北の魅力を多言語（※）で世界に発信します。
※英語： 10月31日公開予定
中国簡体字・香港繁体字・台湾繁体字： 12月公開予定

例：アメリカ地区サイト
東北の銘酒：
http://www.ar.jal.com/world/en/guidetojapan/theme/tohokusake/
日本酒とは：
http://www.ar.jal.com/world/en/guidetojapan/theme/tohokusake/special/
東北スキー場： http://www.ar.jal.com/world/en/guidetojapan/theme/tohokuski/

8. 搭乗キャンペーンでも東北を応援
東北各空港発着のJALグループ国内線に2回ご搭乗いただくと東北6県の銘酒や銘菓などが当たる搭
乗キャンペーン「JALに乗って東北に行こう“みちのくキャンペーン”」を実施します。
① 期間
： 2014年11月1日（土）～2014年12月31日（水）ご搭乗
② 対象路線 ： 東北の各空港を発着するJALグループ便
③ 対象運賃 ： JALグループ国内線フライトマイル対象運賃、個人包括旅行割引運賃・包括旅行
割引運賃（パッケージツアーなどに適用される包括割引運賃）。
④ 内容
： ホームページのキャンペーン専用ページ（WEB）からご応募（※）いただくと、抽選で
東北6県の銘酒、銘菓などの賞品が抽選で各10名様、合計120名様に当たります。
詳細は下記URLを参照ください。
URL：http://www.jal.co.jp/japan/tohoku_cp/
※キャンペーン専用ページは10月31日公開予定（ご応募は2014年11月10日～2015年1月10日となります）。

9. マイレージでも東北を応援
【東北路線 ご搭乗キャンペーン】
東北各空港発着のJALグループ国内線に当キャンペーンの対象運賃でご搭乗のお客さまに、抽選で
ボーナスマイルや温泉旅館宿泊券が当たるキャンペーンを実施します。
① 期間
：2014年11月1日（土）～2015年2月28日（土）（ご搭乗日）
② 対象路線
：JALグループ国内線 青森・三沢・秋田・花巻・山形・仙台発着路線
③ 対象運賃
：フライトマイル積算対象全運賃
④ 概要
：対象期間中、専用サイトよりお申し込みのうえ、対象路線・運賃にてご利用
いただくと、1,000マイルを抽選で200名様に、または、「温泉マイル」提携
旅館「時音の宿 湯主一條」のご宿泊券（1泊2食付き）を1組2名様、「深山荘
高見屋」のご宿泊券（1泊2食付き）を1組2名様に、抽選でプレゼントします。
「時音の宿 湯主一條」
宮城県白石 鎌先温泉にある「時音の宿 湯主一條」は 1428 年開湯の
源泉 2 つを有する創業 600 年の人気の宿。自然に囲まれた場所にあり、
館内は森のなかのような開放感。内風呂では傷に効くといわれる
「薬湯」が、露天風呂では肌にやさしい「つや肌の湯」が楽しめます。
腕自慢の板長の料理は個室料亭にて。ゆっくり優雅に晩餐を。
http://onsen.jal.co.jp/special/pickup201411m/
「深山荘 高見屋」
山形県 蔵王温泉にある「深山荘 高見屋」は創業およそ 300 年、
歴史ある霊泉を守り続ける老舗旅館 。四季折々、自然の豊かな表情に
抱かれた桃源郷、蔵王温泉。そのもっとも奥まった高台で純和風の佇まい
を見せるくつろぎの宿。ご満足いただくためのきめ細かなサービスと心配り、
極上のお湯は、創業当初のまま。老舗ならではのおもてなしが快い。
http://onsen.jal.co.jp/special/pickup201411y/

【マイレージバンク特典交換“とっておきの逸品”で東北の特産品に交換可能】
JALと三越が共同で企画・運営する「とっておきの逸品」では、お持ちのマイルを日本や世界の美食の
品々に特典として交換いただけます。期間限定特集として東北の特産品、名物をご用意しました。
（オリジナルセレクトのため三越の店頭ではお取り扱いがございません）
① 商品内容・申込期間 ：
◆2014年11月1日（土）～2015年2月28日（土）（お申し込み日）
【宮城県】
＜ジョウセン＞有機みそ
＜伊達の一＞海鮮粕漬・仙台味噌漬詰合せ
【岩手県】
前沢牛 焼肉用
岩手県産 プレミアム冬恋（はるか）
【福島県】
喜多方ラーメン 満足セット
福島牛・エゴマ豚詰合せ
◆2014年12月1日（月）～2015年2月28日（土）（お申し込み日）
【秋田県】
稲庭手延うどん
特別栽培米 秋田県産 あきたこまち
【青森県】
＜味の海翁堂＞青森シャモロックせんべい汁
鯖寿司と燻製のごちそうセット
【山形県】
米沢牛 ロースステーキ
＜平田牧場＞平田金華豚肩ロースみそ漬け

② 必要マイル数

：各商品10,000マイル

ご搭乗キャンペーン・「とっておきの逸品」限定商品の詳細

URL：http://www.jal.co.jp/jmb/japan/2014/tohoku/

【JAL東北応援プロジェクト「行こう！東北へ」】
2013年6月より開始したJAL東北応援プロジェクト「行こう！東北へ」は、「地元振興」と「被災された方の応
援」のためのさまざまな施策を通じて、東北地方の復興に取り組むもので、これまで東北発着の国際線チ
ャーター便の運航、東北ツアーの拡充、JALグループ社員参加の被災地での研修プログラム、マイレージ
での東北の各県産品との交換、自治体と連携した東北の各県品販売支援、被災された方々を応援する
「JAL笑顔の贈り物プロジェクト」などを実施しています。
以上

