キャンペーン期間

茨城空港

2/15〜4/30

冬こそ楽しむ北海道‼
キャンペーン
冬の北海道は、この時期ならではの体験や景色・食を楽しむことができるなど魅力満載です。
冬こそ北海道で特別な時間を過ごしましょう！

北海道

(１泊２日〜)

フリープラン

13,200円〜

阪急交通社

TEL.03-6745-1366

エイチ•アイ•エス水戸COMBOX310営業所
TEL.029-232-8481

スカイパックツアーズ

TEL.0120-963-357

スカイステイション 茨城

TEL.029-224-6003

03-5821-3366

TEL.029-301-1008

名鉄観光 スカイマーク

日本空輸（GOOD TRIP EXPRESS）
TEL.0120-158-258

日本旅行 茨城空港

JTB 茨城県庁前店

名鉄観光

TEL.03-5759-8400

HIS 水戸

日本旅行 水戸支店

(茨城・栃木・群馬エリアからの発信専用フリーダイヤル)

または

阪急 LCC スカイマーク

JTB 茨城県庁前店

ティークエスト

TEL.0120-984-557

GOOD TRIP 茨城

ティークエスト 茨城

アポートクラブ会員限定
IBRマイエ
キャンペーン期間中に
北海道へ行かれた方へ

北海道の
特産品・スイーツなどを
総勢
名様に

20

搭乗対象期間の茨城−札幌（新千歳）便の往復搭乗券 2 枚を添付して
ご応募ください。
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プレゼント！

※搭乗券は茨城〜札幌
（新千歳）
（SKY791 または SKY795）
及び
札幌
（新千歳）
〜茨城（SKY790 または SKY794）の２枚の搭乗券を
貼付してください。
※コピーでの応募は無効となります。
※写真はイメージです。

※応募者本人の搭乗券のみ有効になります。
※搭乗券の返却はいたしませんので、
あらかじめご了承ください。

対象搭乗期間：2020 年 2 月 15 日（土）〜 2020 年 4 月 30 日（木）

「IBRマイエアポートクラブ」に
ご登録ください！

2020 年 5 月 10 日
（日）※当日消印有効

スカイマーク茨城̶札幌（新千歳）線をご利用の方だけに

お得な特典

搭乗券の
ご提示で

施

設

名

キャンペーンの内容

サッポロビール園

施設写真

サッポロビール園特製アイスクリームをサービス
※1グループ20名様まで有効

☎ 0120-150-550
札幌市東区北7条東9丁目2-10

①ロープウェイ＋もーりすカー（ミニケーブルカー）往復乗車料金の割引
大人：1,700円 ⇒ 1,500円 小人（小学生以下）：850円 ⇒ 750円
②オリジナルポストカードプレゼント
※キャンペーン実施期間は2/15（土）～ 3/15（日）
3/16（月）～ 4/24（金）は整備点検のため運休

札幌もいわ山ロープウェイ
☎ 011-561-8177
札幌市中央区伏見5丁目3-7

新千歳空港温泉

入館料 大人（中学生以上）1,500円 ⇒ 1,300円
※3/17（火）は法定設備点検のため休館
※その他工事等により休館する場合があります。
新千歳空港温泉HP等をご確認の上、ご利用ください。

☎ 0123-46-4126
千歳市美々 987-22
新千歳空港国内線ターミナルビル4F

ドレモルタオ

ルタオ人気スイーツのプチプレゼント

☎ 0123-23-1566
千歳市朝日町６丁目１番１号

＜応募締切＞2020 年 5 月 10 日
（日）
（当日消印有効）

対象搭乗期間：2020 年 2 月 15 日（土）〜 2020 年 4 月 30 日（木）

＜応募方法＞

●搭乗対象期間の茨城−札幌（新千歳）便の往復搭乗券 茨城〜札幌（新千歳）
（SKY
791 または SKY795）及び札幌（新千歳）〜茨城（SKY790 または SKY794）
の搭乗券 2
枚を応募ハガキに貼り付けて、氏名・住所・電話番号・性別・年齢をご記入の上、
所定の郵便料金分の切手を貼ってご応募ください。
●IBR マイエアポートクラブ会員の方のみご応募が可能です。
●応募ハガキに貼付する搭乗券は、2020 年 2 月 15 日（土）〜 2020 年 4 月 30 日（木）
のご利用分で、茨城−札幌（新千歳）便の往復搭乗券 茨城〜札幌（新千歳）
（SKY791
または SKY795）及び札幌（新千歳）−茨城（SKY790 または SKY794）とし、応募者ご
本人の搭乗券の原本とします。コピーは無効です。
●搭乗券を紛失した場合、航空会社は再発行いたしませんのでご注意ください。
●ご利用が判断できない場合、対象以外の搭乗券の場合は無効とさせていただき
ます。無効になった応募用紙（搭乗券）は返却いたしません。

茨城空港利用促進等協議会
冬こそ楽しむ北海道！！キャンペーン係 行

＜当選発表＞

●厳正なる抽選の上、当選者を決定し、当選の発表は、賞品の発送をもってかえさ
せていただきます。
●お客様のご住所が不明・連絡不能などの理由により賞品がお届けできない場合
は無効となります。
●当選の有無に関するお問い合わせはお答えしかねますのでご了承ください。

[ 個人情報の取り扱いについて ]

◆アンケートにご協力をお願いいたします。
１．応募用紙はどちらで入手されましたか ?
□茨城空港内

□イベント

□観光施設

□その他（

） □不明

２．冬こそ楽しむ北海道‼キャンペーンをどのように知りましたか ?
□空港 HP

□空港メールマガジン

□折込チラシ

□テレビ

□ラジオ

□各種 SNS

□パンフレット

□クチコミ

□その他（

□新聞・雑誌
）

３．今回、冬こそ楽しむ北海道‼キャンペーンがあったため茨城空港を利用しましたか ?
□はい

□いいえ

４．今回、冬こそ楽しむ北海道‼キャンペーンでご紹介した施設を利用しましたか ?
□利用した

□利用していない

→利用した方は、どちらの店舗を利用されましたか ?
□サッポロビール園 □札幌もいわ山ロープウェイ □新千歳空港温泉
□ドレモルタオ

●応募いただいた方の個人情報は、茨城空港利用促進等協議会で厳重に管理し、
第三者に開示・提供することはございません。（法令などにより開示を求められ
た場合を除く）
●ご応募いただいた方のご住所やお名前は、当キャンペーン賞品の発送及び茨城
空港の案内にのみ使用いたします。

