
イルカの空中散歩
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いただきましてありがとうございます。

まだまだ暑さは続きそうですね。新型コロナ

染症の流行も心配ですが、皆さまも“新

で、この状況を乗り越えていきましょう

 さて、今回この機内誌でご紹介するのは

インのラジオ番組』についてです☆

“みつばちラジオ”（あまくさシティーエフエム

＊周波数 88.8MHz で、今年 2 月から放送

放送回数30回を超えました♪ 

その名も『天草エアライン みぞかトーク

促進協議会提供）です。 

この『天草エアライン みぞかトーク！』

ランのご紹介や航空業界ならではの話、

や私たち社員のことなどをゆる～く楽しくお

天草エアラインの職員が手作りの番組です

進行表→ 

営業部中心に進行表を 

作成しています☆

 現在は、営業部 2 名とゲストとして社員

してお伝えしています。（今後は、様々

出演者で番組をお届けできたらと、計画中

『天草エアライン みぞかトーク！』のタイトルコール

から始まり、この番組の簡単な紹介が入

お決まりのように噛む社員もいます(笑)

最近は、この“噛み”を待っていらっしゃるリスナーの

皆さまも多いのでは(^O^)？ 

たとえ噛もうが、生放送は進みます！収録

送する日もありますが、噛んでもほとんど

送しています(^^)きっと皆さまにも手作

ているのではないでしょうか♪ 

 そして、この番組内ではリスナーの皆

問なども募集しています。 
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天草エアライン みぞかトーク！ 
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“みつばちラジオ”（あまくさシティエフエム）

ケータイアプリを利用して、全国にてリアルタイムに
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みつばちラジオ アプリ



天草エアラインで行く

  “天草厳選

＜旅程＞ 

福岡空港発→天草空港着→フリータイム（お客様ご自身でご移動）→天草空港発→福岡空港着

  （8:50）    （9:25）

※復路便は翌日の同便でもご予約いただ

☆詳しくは、

往路日、復路日が金土日祝にあたる場合、片道
旅行代金に含まれるもの：

2020 年 9 月の運休便のお知らせ
この度、みぞか号の定期整備及び乗員定期訓練・審査

ご利用のお客様には大変ご不便をおかけし申し訳ございません。何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

＜運休便＞ 

①2020 年 9 月 14 日（月） 

 107 便/108 便 

②2020 年 9 月 15 日（火） 

 105 便/106 便 

③2020 年 9 月 23 日（水）・27 日（日）

 201 便（天草→熊本）/202 便（熊本→天草）

 801 便（熊本→大阪）/802 便（大阪→熊本）

④2020 年 9 月 29 日（火）・30 日（水）

 201 便（天草→熊本）/202 便（熊本→天草）

 801 便（熊本→大阪）/802 便（大阪→熊本）

 105 便（天草→福岡）/106 便（福岡→天草）

機内サービスについて 
現在、新型コロナウイルス感染症の感染対策として、機内でのブランケット（毛布）の提供を中止しております。

ご了承ください。 

AMX INFORMAT ION

九州産交 島のランチ

天草エアラインで行く

島のランチ” モニタープラン

福岡空港発→天草空港着→フリータイム（お客様ご自身でご移動）→天草空港発→福岡空港着

（18:00）

※復路便は翌日の同便でもご予約いただけます。但し、宿泊の手配は含まれません。

お申込みは九州産交ツーリズムまで！！

99,,880000 円円～～ （（おお

往路日、復路日が金土日祝にあたる場合、片道 1,500 円追加となります
旅行代金に含まれるもの：福岡⇔天草往復航空券・昼食(1

リーズナブルになって、選べる料理店も

及び乗員定期訓練・審査に伴い下記のとおり運休便が発生いたします。

ご利用のお客様には大変ご不便をおかけし申し訳ございません。何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

記 

（日）

便（熊本→天草）

便（大阪→熊本）

（水）

便（熊本→天草）

便（大阪→熊本）

便（福岡→天草）

現在、新型コロナウイルス感染症の感染対策として、機内でのブランケット（毛布）の提供を中止しております。

AMX INFORMAT ION

2020 年 9 月 15 日（火）の運航ダイヤ変更について
みぞか号定期整備に伴い使用機を空輸後に路線に就航させる

為運航時刻を変更いたします。 
101 便（天草 08:30→09:10 福岡）/102 便（福岡

201 便（天草 10:45→11:05 熊本）/202 便（熊本

801 便（熊本 11:40→13:00 大阪）/802 便（大阪

107 便（天草 18:00→18:40 福岡）/108 便（福岡

※101 便/102 便/201 便/202 便/801 便/802

 105 便/106 便は計画運休となります。

モニタープラン

福岡空港発→天草空港着→フリータイム（お客様ご自身でご移動）→天草空港発→福岡空港着

（18:40） 

ます。但し、宿泊の手配は含まれません。

お申込みは九州産交ツーリズムまで！！

おお一一人人様様））＊＊小小児児同同額額

円追加となります。 
(1 回)／最小催行人員 2 名 

リーズナブルになって、選べる料理店も増えました！

下記のとおり運休便が発生いたします。

ご利用のお客様には大変ご不便をおかけし申し訳ございません。何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

現在、新型コロナウイルス感染症の感染対策として、機内でのブランケット（毛布）の提供を中止しております。

日（火）の運航ダイヤ変更について
に伴い使用機を空輸後に路線に就航させる

便（福岡 09:40→10:15 天草） 

便（熊本 15:40→16:05 天草） 

便（大阪 13:40→15:05 熊本） 

便（福岡 19:10→19:45 天草） 

/802 便の運航ダイヤ変更 


