
【航空 100 年空港スタンプラリー第１回賞品各コース】 

 

航空 100 年にちなんで 100 種類の賞品をご用意しました！ この中からお好きな賞品を

選んで、専用応募用紙にコース No.とコース名（○○○○○○賞）を明記してください。

各コースに書かれている数の賞品が抽選で当たります！ 

 

ｺｰｽ No.  コース名          コース内容 

１．国内線ＡＮＡ賞 ＡＮＡ 国内線往復航空券（おひとり分）※１＜５名様＞ 

 ２．国内線ＪＡＬ賞 ＪＡＬ 国内線往復航空券（おひとり分）※１＜５名様＞ 

 ３．国内線ＳＮＡ賞 ｽｶｲﾈｯﾄｱｼﾞｱ航空 国内線往復航空券（おひとり分）※１＜２名様＞ 

 ４．国内線ＳＦＪ賞 スターフライヤー 羽田＝北九州往復航空券（おひとり分）※１ 

＜２名様＞ 

 ５．国内線ＡＭＸ賞 天草エアライン 国内線往復航空券（おひとり分）※１＜１名様＞ 

 ６．国内線ＡＤＯ賞 ＡＩＲ ＤＯ 羽田＝札幌往復航空券（おひとり分）※１ 

＜１名様＞  

 ７．国内線ＦＤＡ賞 ﾌｼﾞﾄﾞﾘｰﾑｴｱﾗｲﾝｽﾞ静岡＝小松往復航空券（おひとり分）※１ 

＜１名様＞ 

 ８．国内線ＯＲＣ賞 ｵﾘｴﾝﾀﾙｴｱﾌﾞﾘｯｼﾞ長崎＝五島福江往復航空券（おひとり分）※１ 

＜１名様＞ 

 ９．国内線新中央航空賞 新中央航空 調布＝新島往復航空券（おひとり分）※１ 

＜１名様＞ 

 10．国内線東邦航空賞 東邦航空 八丈島＝御蔵島往復航空券（おひとり分）※１ 

＜１名様＞ 

 11．ﾓﾃﾞﾙﾌﾟﾚｰﾝＮＣＡ賞 1/250 日本貨物航空Ｂ７４７－８Ｆﾓﾃﾞﾙﾌﾟﾚｰﾝ＜２名様＞ 

 12．ﾓﾃﾞﾙﾌﾟﾚｰﾝＦＤＡ賞 1/300 ﾌｼﾞﾄﾞﾘｰﾑｴｱﾗｲﾝｽﾞＥ１７０ﾓﾃﾞﾙﾌﾟﾚｰﾝ＜２名様＞ 

 13．ﾓﾃﾞﾙﾌﾟﾚｰﾝＩＢＥＸ(Ａ)賞 1/100 IBEX ｴｱﾗｲﾝｽﾞ CRJ７００ﾓﾃﾞﾙﾌﾟﾚｰﾝ＜２名様＞ 

 14．ﾓﾃﾞﾙﾌﾟﾚｰﾝＩＢＥＸ(Ｂ)賞 1/100 IBEX ｴｱﾗｲﾝｽﾞ CRJ１００ﾓﾃﾞﾙﾌﾟﾚｰﾝ＜１名様＞ 

 15．ﾓﾃﾞﾙﾌﾟﾚｰﾝＳＦＪ賞 1/150 スターフライヤーＡ３２０ﾓﾃﾞﾙﾌﾟﾚｰﾝ＜１名様＞ 

 16．ﾓﾃﾞﾙﾌﾟﾚｰﾝＳＮＡ賞 1/130 ｽｶｲﾈｯﾄｱｼﾞｱ航空Ｂ７３７ﾓﾃﾞﾙﾌﾟﾚｰﾝ＜１名様＞ 

 17．ﾓﾃﾞﾙﾌﾟﾚｰﾝＡＭＸ賞 1/100 天草エアラインＤＨＣ－８ﾓﾃﾞﾙﾌﾟﾚｰﾝ＜１名様＞ 

 18．ﾓﾃﾞﾙﾌﾟﾚｰﾝＯＲＣ賞 1/100 ｵﾘｴﾝﾀﾙｴｱﾌﾞﾘｯｼﾞＤＨＣ－８ﾓﾃﾞﾙﾌﾟﾚｰﾝ＜１名様＞ 

 19．航空グッズＡＤＯ賞 AIR DO ぬいぐるみ｢ﾍﾞｱ･ﾄﾞｩ｣S ｻｲｽﾞ＆ｵﾘｼﾞﾅﾙｸﾘｱｹｰｽ＜５名様＞ 

 20．航空グッズ新中央航空賞 新中央航空機内用うちわ２枚＜５名様＞ 

 21．航空グッズ東邦航空賞 東邦航空グラス（江戸三宅硝子製）＜５名様＞ 

 22．航空グッズＳＫＹ賞 スカイマーク ペン&エコバック&レジャーシート＜３名様＞ 

 23．航空グッズＦＤＡ賞 ﾌｼﾞﾄﾞﾘｰﾑｴｱﾗｲﾝｽﾞ ｵﾘｼﾞﾅﾙｷｬｯﾌﾟ＆ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ＜２名様＞ 



 24．航空グッズＩＢＥＸ賞 IBEX ｴｱﾗｲﾝｽﾞ オリジナルグッズセット＜２名様＞ 

 25．航空グッズＳＦＪ賞 スターフライヤー タンブラー＜１名様＞ 

 26. 航空グッズＳＮＡ賞 スカイネットアジア航空 タンブラー＜１名様＞ 

27. ぼく管Ａ賞 PC ｹﾞｰﾑｿﾌﾄ「ぼくは航空管制官３ 沖縄ブルーコリドー」＜１名様＞ 

28. ぼく管Ｂ賞 PC ｹﾞｰﾑｿﾌﾄ「ぼくは航空管制官３ 関空クロスオーバー」＜１名様＞ 

29. FLY!FLY!FLY!Ａ賞 ＤＶＤ「FLY!FLY!FLY! 空の指揮官」＜１名様＞ 

30. FLY!FLY!FLY!Ｂ賞 ＤＶＤ「FLY!FLY!FLY! 空港で働く人」＜１名様＞ 

 31. 稚内空港賞 稚内味覚セット（カニ、ホタテ詰め合わせ）＜２名様＞ 

 32. 利尻空港賞 利尻昆布＜５名様＞ 

 33. オホーツク紋別空港Ａ賞 ぬいぐるみ「アザラシ」＜２名様＞ 

 34. 女満別空港賞 鬼たいじ（トマトジュース：８缶入り）＜５名様＞ 

 35. 根室中標津空港賞 根室管内産品＜１名様＞ 

 36. たんちょう釧路空港賞 海産物セット釧路特産物＜２名様＞ 

 37. とかち帯広空港Ａ賞 モール温泉ビール（６本入り）※２＜２名様＞ 

 38. 旭川空港Ａ賞 旭山動物園ぬいぐるみ「ホッキョクグマ」＆エコバッグ＜１名様＞ 

39. 旭川空港Ｂ賞 旭山動物園ぬいぐるみ「ﾁﾝﾊﾟﾝｼﾞｰ兄弟」＆エコバッグ＜１名様＞ 

40. 旭川空港Ｃ賞 旭山動物園ぬいぐるみ「オオカミ親子」＆エコバッグ＜１名様＞ 

 41. 札幌丘珠空港賞 丘珠空港オリジナルグッズセット＜３名様＞ 

 42. 新千歳空港賞 バルナバハム「北海道洞爺湖サミットセット」＜３名様＞ 

 43. 函館空港賞 函館海産物（いくら醤油漬け､松前漬け､真イカ塩辛詰め合わせ） 

＜５名様＞ 

 44. 奥尻空港賞 奥尻志摩旬の味「粒ウニ」＜２名様＞ 

 45. 青森空港賞 ハチミツ入りんご酢(２本詰め)＜４名様＞ 

 46. いわて花巻空港賞 いわて純情米詰め合わせ（2kg×3 個入）＜１名様＞ 

 47. 大館能代空港賞 比内地鶏炊き込みめしの素＜３名様＞ 

 48. 秋田空港賞 秋田空港オリジナルマスコット「秋田犬」＜３名様＞ 

 49. 庄内空港賞 山形の新しいお米「つや姫」（5kg）＜２名様＞ 

 50. 山形空港賞 山形の新しいお米「つや姫」（5kg）＜２名様＞ 

 51. 福島空港賞 会津地鶏 １羽セット＜２名様＞ 

 52. 茨城空港賞 旬の茨城県産品詰め合わせ＜２名様＞ 

 53. 成田空港賞 成田国際空港限定品セット＜３名様＞ 

 54. 羽田空港賞 羽田空港ビッグバードオリジナルグッズセット（ＵＳＢメモリー＆ 

ステンレス携帯箸）＜１０名様＞ 

 55. 八丈島空港賞 焼酎とクサヤセット※２＜３名様＞ 

 56. 新潟空港賞 須坂屋そば（乾麺・つゆ付）＜２名様＞ 

 57. 富山空港賞 ほたるいか三昧（瓶詰め３本入り）＜１名様＞ 



 58. 能登空港Ａ賞 輪島塗花器＜１名様＞ 

 59. 能登空港Ｂ賞 能登の生鮮加工品＜１名様＞ 

 60. 小松空港Ａ賞 九谷焼コーヒーカップ＆ソーサー＜１名様＞ 

 61. 小松空港Ｂ賞 小松空港マスコット「こまＱ」＜１名様＞ 

 62. 富士山静岡空港賞 お茶＜１名様＞ 

 63. 県営名古屋空港賞 名古屋名物 海老せんべい＜２名様＞ 

 64. セントレア賞 中部国際空港キャラクターグッズ＜２名様＞ 

 65. 大阪空港賞 秋鹿 純米吟醸 「倉垣村」※２＜３名様＞ 

 66. 関西空港賞 ＫＩＸグッズセット＜３名様＞ 

 67. コウノトリ但馬空港賞 但馬地場産商品詰め合わせ＜２名様＞ 

 68. 神戸空港賞 神戸空港セレクション（コーベアー＆スイーツ）＜１名様＞ 

 69. 南紀白浜空港賞 アドベンチャーワールドぬいぐるみ「パンダ」＜２名様＞ 

 70. 鳥取空港賞 鳥取産海産物干物三昧＜２名様＞ 

 71. 米子鬼太郎空港賞 鳥取和牛＜２名様＞ 

 72. 岡山空港Ａ賞 岡山県特産フルーツ（ピオーネ）＜２名様＞ 

 73. 広島空港賞 白鳳堂化粧筆ベーシック５本セット＜１名様＞ 

 74. 広島西飛行場賞 お好み焼きオリジナルギフト＜２名様＞ 

 75. 山口宇部空港賞 山口県特産品詰め合わせ（地酒＆海産物）※２＜２名様＞ 

 76. 徳島阿波おどり空港Ａ賞 藍染めランチョマット＆大谷焼ゆらゆらタンブラー 

                                   ＜１名様＞ 

 77. 徳島阿波おどり空港Ｂ賞 鳴門金時いも焼酎＆すだち酎※２＜１名様＞ 

 78. 高松空港Ａ賞 包丁きりたらいうどん＜１名様＞ 

 79. 高松空港Ｂ賞 くつわせんべい 84 枚入＜１名様＞ 

 80. 高松空港Ｃ賞 讃岐手打ち式パスタ詰め合わせ＜１名様＞ 

 81. 高松空港Ｄ賞 お菓子の詰合せ「岐三の二段重ね」＜１名様＞ 

 82. 松山空港Ａ賞 じゃこ天詰め合わせ＜２名様＞ 

 83. 高知龍馬空港賞 高知名産の青果＜３名様＞ 

 84. 北九州空港賞 北九州空港オリジナルネクタイ（３本）＆エコバッグ＜３名様＞ 

 85. 福岡空港Ａ賞 明太子＜４名様＞ 

 86. 有明佐賀空港賞 有明佐賀空港キャラクターぬいぐるみ「むっぴー」＜２名様＞ 

 87. 対馬やまねこ空港賞 菓子「一口かすまき」＆ぬいぐるみ「つしまやまねこ」(小)    

＆つしまやまねこストラップ＜２名様＞ 

 88. 壱岐空港賞 壱岐焼酎※２＜２名様＞ 

 89. 長崎空港賞 平成「長崎俵物」海産物詰め合わせ＜２名様＞ 

 90. 五島福江空港賞 焼酎「おこぜ」※２＜１名様＞ 

 91. 阿蘇くまもと空港賞 熊本県産品（銘菓）＆あそらくん商品詰め合わせ＜２名様＞ 



 92. 天草空港賞 天草エアラインロゴ入りタンブラー＜２名様＞ 

 93. 大分空港Ａ賞 大分空港おすすめ大分郷土料理詰め合わせ＜１名様＞ 

 94. 宮崎空港賞 宮崎県特産品セット＜２名様＞ 

 95. 鹿児島空港賞 黒豚しゃぶしゃぶセット＜２名様＞ 

 96. 徳之島空港賞 黒糖焼酎 「きらめきの島 奄美」※２＜６名様＞ 

97. 那覇空港賞 那覇空港ｵﾘｼﾞﾅﾙ泡盛「ホワイトタイガー」３年古酒※２＜５名様＞ 

 98. 航空100年記念グッズＡ賞 1/500政府専用機B747-400 ﾓﾃﾞﾙﾌﾟﾚｰﾝ※３＜１０名様＞ 

 99. 航空 100 年記念グッズＢ賞 くにまる君エコバッグ※３＜５０名様＞ 

100. 航空 100 年記念グッズＣ賞 くにまる君ドーム型モバイルクリーナー＜５０名様＞ 

 

（第１回各コースの抽選にもれた方の中からＷチャンス！） 

 航空 100 年記念グッズ（何が当たるかお楽しみ）＜５００名様＞ 

 

  ※１ 航空券の予約可能期間、期限につきましては、ご希望に添えない場合もござい 

ます。また、当選した権利をほかの人に譲渡や売却することはできません。詳細 

は、当選者の方に別途ご案内いたします。 

  ※２ お酒が含まれる賞品は、20 歳以上の方に限定させていただきます。 

  ※３ 1/500 政府専用機 B747-400 ﾓﾃﾞﾙﾌﾟﾚｰﾝ、くにまる君エコバッグは、航空 100 年 

    記念ツアー参加者がどちらかもらえる限定品です。なお、航空 100 年記念ツアー 

    の詳細は 2010 年 8 月末頃にお知らせいたします。 

 

  賞品の画像につきましては、5月末頃に掲載する予定です。 

 

賞品提供各社 

ＡＮＡグループ、ＪＡＬグループ、スカイネットアジア航空、スターフライヤー、   

天草エアライン、北海道国際航空、フジドリームエアラインズ、オリエンタルエアブ

リッジ、新中央航空、東邦航空、日本貨物航空、ＩＢＥＸエアラインズ、スカイマー

ク、㈱テクノブレイン、㈱ポニーキャニオン、稚内空港ビル㈱、北海道利尻空港管理

事務所、オホーツク紋別空港ビル㈱、女満別空港ビル㈱、根室中標津空港ビル㈱、釧

路空港ビル㈱、帯広空港ターミナルビル㈱、旭川空港ビル㈱、札幌丘珠空港ビル㈱、

北海道空港㈱、函館空港ビルデング㈱、北海道奥尻空港管理事務所、青森空港ビル㈱、

岩手県空港利用促進協議会、大館能代空港ターミナルビル㈱、秋田空港ターミナルビ

ル㈱、庄内空港利用振興協議会、山形空港利用拡大推進協議会、福島空港利用促進協

議会、茨城空港利用促進等協議会、成田国際空港㈱、日本空港ビルデング㈱、八丈島

空港ターミナルビル㈱、新潟空港ビルディング㈱、富山空港を発展させる会、能登空

港利用促進協議会、小松空港協議会、富士山静岡空港利用促進協議会、名古屋空港ビ



ルディング㈱、中部国際空港㈱、大阪国際空港ターミナル㈱、関西国際空港㈱、但馬

空港推進協議会、神戸空港ターミナル㈱、南紀白浜空港利用促進実行委員会、鳥取空

港利用促進懇話会、米子空港利用促進懇話会、岡山空港・空路利用を促進する会、広

島空港ビルディング㈱、広島県空港振興協議会コミューター航空部会、山口宇部空港

ビル㈱、徳島空港ビル㈱、さぬき麺業㈱、㈱宗家久ツ和堂、大庄屋㈱、菓子工房ルー

ヴ、松山空港ビル㈱、高知空港ビル㈱、北九州エアターミナル㈱、福岡空港ビルディ

ング㈱、有明佐賀空港活性化推進協議会、対馬空港ターミナルビル㈱、壱岐市、長崎

空港ビルディング㈱、福江空港ビルディング㈱、熊本空港ビルディング㈱、大分航空

ターミナル㈱、宮崎空港ビル㈱、鹿児島空港ビルディング㈱、徳之島空港ビル㈱、那

覇空港ビルディング㈱ 


