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熊本県人吉市鍛冶屋町 43
TEL： 0966-22-2566
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皆さま、こんにちは！いつも天草エアラインをご
エアラインをご利用いただき、誠にありがとうございます
にありがとうございます。
今回はわたくし、総務部の上田がつぶやきます
がつぶやきます。
いよいよ日本初となる ATR42-600、New
New みぞか号が就航しました！皆さま、乗り心地
心地は如何でしょうか？
短い時間ですが、New みぞか号のフライトを
のフライトを楽しんでいただけたらうれしいです。
ところで、この New みぞか号、どこで生
生まれたのかご存知ですか？もちろん天草の海で
で生まれたわけではありません。
この飛行機は、フランスはトゥールーズにある
フランスはトゥールーズにある ATR 社の製造工場で生まれ（作られ）ました
ました。
さて、そこでクイズです。フランスで作られた New みぞかは、どうやって日本までやって
までやって来たでしょう？
①大きな船で運ばれてきた（海路）
ばれてきた（陸路）
②大きなトラックや列車で運ばれてきた
③自分で飛んできた（空路）
④イルカなので泳いできた（その他）
正解は・・・③でしたー！そう、こんな小
小さいのにフランスから日本まで自力で飛んできたんですね
んできたんですね〜。
でも、もちろん一足飛びに飛んできたわけではありません
んできたわけではありません。
スピードが JET 機とは違うので時間も掛
掛かるし、途中で給油しないとお腹も減ってしまいますから
ってしまいますから。
というわけで、New みぞかの長〜い旅路
旅路を簡単にご紹介します。
2015.8.16 フランス〜キプロス
キプロス
8.17 キプロス〜バーレーン
バーレーン〜オマーン
8.18 オマーン〜モルディブ
モルディブ
8.19 モルディブ〜スリランカ
スリランカ〜タイ
8.20 タイ〜台湾
）
8.21 台湾〜日本（熊本）
6 日間もかけて、はるばるフランスからやって
はるばるフランスからやって来ました。
ついでに私も New みぞかに乗っかって一緒
一緒にフランスから飛んできましたが、
New みぞかの窓から、中東の広大な砂漠
砂漠やインド洋の美しいサンゴ礁を見るのは、なかなか
なかなか不思議な気分でした。
そんなわけで、長い旅路を経てようやく皆
皆さまにお会いすることができた New みぞか号
号を、
これからもどうぞご贔屓にお願い致します
します！！

