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北海道国際航空株式会社 

 

エア・ドゥ就活応援キャンペーンの実施と｢DO 学割｣値下げについて 
DO！就活 2012 HOKKAIDO⇔TOKYO～エア・ドゥ就活応援キャンペーン(後援：北海道)～ 

 

北海道国際航空株式会社（以下：エア・ドゥ）は、最新の就活事情と実践的な情報サポートおよび東京で就

職活動する際の宿泊費などの経済的負担の軽減を目的として、北海道の就活生の皆様を応援するキャンペ  

ーン「DO！就活 2012 HOKKAIDO⇔TOKYO～エア・ドゥ就活応援キャンペーン～」(後援：北海道)を実施いたし

ます。また、2010 年 10 月 1 日から北海道⇔東京の全路線において、学生であれば搭乗日当日でも予約可能

で就職活動に便利な「DO 学割」を値下げいたします。 
 

是非この機会に、キャンペーンにご参加いただけますようお待ち申し上げております。 

 
記 

 
1. 2010 年 9 月 1 日 キャンペーンサイトオープン 

 ・ 航空券予約 

 ・ 宿泊予約   ※航空券+宿泊の組み合わせ自由 

 ・ 各種ガイダンス予約 

 ・ 就職活動情報交換コミュニティ（faceBook） 

 

 

2. 就職活動のトータルサポート 

 

（1） 事前無料ガイダンス 

・ キャンペーン参加道内９大学内でのガイダンス 

■日時     ：各大学の就職課より学内周知予定 

■講師     ：西田陽一氏（株式会社ジラッファ） 

■テーマ    ：就活インテリジェンスの読み取り方・ディスカッションなど 

           

・ オープンガイダンス実施 

■日時・場所 ：2010 年 11 月 4 日（木）18：30～21：00 札幌市民ホール会議室 

※事前予約制 定員 150 名 

■講師      ：石渡嶺司氏 (大学ジャーナリスト) 

■テーマ     ：｢飛行機代を無駄にしない就活のしきたり(仮)｣など 

 
 

石渡嶺司：1975 年札幌生まれ。 

北嶺高校・東洋大学社会学部卒業。 

日用雑貨営業、編集プロダクションなどを経て 2003 年より現職。日本全国の大学 350 校を見学。著

書に『最高学府はバカだらけ』『就活のバカヤロー』（光文社新書）、『就活のバカタレ！』（ＰＨＰ研究

所）など。2010 年 10 月に『就活のしきたり』（ＰＨＰ新書）を刊行予定。 
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（2） フォローアップアドバイス 

キャンペーンサイト内の情報交換コミュニティ内（ｆａｃｅBｏｏｋを利用）での情報発信やメールマガジン

の発行 

 

（3） 上京中セミナー・ワークショップ（一部有料） 

合同企業説明会などの後に｢就活円卓会議｣を実施（詳細はキャンペーンサイト内で追って発表） 

 

（4） 採用試験開始後もサポート 

フォローアップアドバイスの継続や希望者には直接面談(予約有料制)の実施 

 

3. 提携ホテル 

（1）  ホテル一覧 

・ グランドヒル市ヶ谷 

・ 品川プリンスホテル 

・ 東急イン（大森・新橋愛宕山・渋谷・吉祥寺） 

・ ソラーレホテルズ＆リゾーツ 

（チサンホテル浜松町・品川ウエスト・上野、チサングランド赤坂、チサンイン浅草） 

                                                       他 

                                                               

（2）  予約方法 

キャンペーンサイトからインターネット予約 

 

（3）  料金 

1 泊朝食付 1 名 5,500 円～ 

※詳細はホテルにより異なりますのでキャンペーンサイトでご確認ください。 

 

 

4. ＭｙＡＩＲＤＯボーナスポイントプレゼント 

事前無料ガイダンスを受講し、2010 年 11 月 1 日～2011 年 3 月 31 日の間に 2 回ご搭乗(1 往復) で、通

常ポイントに加え、1ボーナスポイントをプレゼント！（※） 8ポイントで片道無料航空券との交換ができるの

で、就活での多数回にわたる往復を考えた場合お得です。 

※ボーナスポイントのプレゼントは最大 1 ポイントまでです。 

 

◆キャンペーン対象路線：北海道（札幌、旭川、函館、女満別）⇔東京 

◆キャンペーン対象運賃：片道運賃、往復運賃、北海道発往復運賃、道民割引、身体障がい者割引運賃 

ＡＩＲＤＯスペシャル 28、ＤＯバリュー3、ＤＯ学割、ＡＩＲＤＯスカイメイト 

※団体割引運賃、個人包括旅行運賃、包括旅行運賃、学校研修割引運賃 業務用運賃 

特別旅客運賃、無料航空券は除く 

5. 運営体制 

 

主催：エア・ドゥ 

   後援：北海道 

   企画・運営・事務局：株式会社ジラッファ  

キャンペーン事務局(株式会社ジラッファ) TEL  050-3772-4061 （月～金 10：00-17：00/土・日・祝 年末年始休）           
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6.就活に便利な【DO 学割】の値下げ 

（単位：円、消費税込み） 

対象路線 対象運賃 対象期間 変更・設定内容 運賃額 

札幌-東京線 3,000 円の値下げ 

旭川-東京線 5,000 円の値下げ 

函館-東京線 2,400 円の値下げ 

女満別-東京線 

DO 学割 
2010/10/1～12/16  

2011/1/5～3/10     

8,300 円の値下げ 

15,000 円 

※ 各路線の運賃詳細は別紙をご参照ください。 

 

 

 DO 学割 

利用条件 

条件 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 1 条の規程による
幼稚園を除く小学、中学、高校、大学、専修、各種学校等の学生
および生徒、または国際学生証をお持ちの方にご利用いただけ
ます。ご購入時および搭乗手続きの際、「学生証」、「国際学生
証」のご提示、または在学証明書の提出が必要です。 
※証明書のコピーは不可 

予約 ご搭乗 2 ヶ月前の同一日 9：30 から当日まで可能です。 

お支払期限 
ご予約日を含めて 4 日以内にご購入ください。但し、ご搭乗 3 日
前以降にご予約の場合は、出発時刻の20分前までにご購入くだ
さい。 

変更 
可。 
但し、航空券に記載された区間を変更することはできません。 

有効期限 
航空券の有効期間は発行日および発行日の翌日から起算して
90 日間有効です。ただし予約済の航空券は当該予約便に限り
有効です。 

払戻 
航空券の有効期間および有効期間満了日の翌日から起算して

10 日以内に限り承ります。 

取消手数料 
予約便出発時刻までに予約の取消があった場合･･･適用なし 

予約便出発時刻までに予約の取消がない場合･･･6,000 円 

払戻手数料 航空券 1 枚につき 420 円 

 
その他、東京発着路線については、運賃額に加え、東京国際（羽田）空港の「旅客施設使用料」として、大人お一人様片道
100 円を空港ビル会社に代わって航空券ご購入の際に航空運賃とともに申し受けます。 

 

以上 
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