
都営大島空港の愛称が決定しました

令和３年７月９日
港 湾 局

大島空港の愛称にたくさんのご応募をいただき、誠にありがとうございました。
このたび、以下のとおり愛称を決定したので、お知らせします。

【問合せ先】
港湾局 離島港湾部 管理課 空港管理担当 電話 03-5320-5654

１ 募集結果
期間： 令和３年５月28日～６月11日
・愛称案（延べ） ４，７１７件
・愛称案（重複除く） ２，６３９件
・応募者数 ２，２３６件

２ 選定方法
大島空港愛称候補選定委員会において愛称候補を選定したのち、
東京都において最終決定

＜選定理由＞
・モチーフ：大島を代表する花＝「椿」（応募者の60%以上が使用）
・海外の方にも親しんでもらえるよう英語名の「カメリア」を採用
・親しみやすさ、やわらかさ＝平仮名表記を採用
・東京の島しょの魅力を知って欲しい ⇒「東京大島」

３ 記念品等
採用された案をお寄せいただいた１名の方には、賞状及び調布飛行場と
東京大島かめりあ空港の往復ペアチケットを贈呈します。
また、応募いただいた方の中から抽選で５名様に、記念品として
大島の海産物を差し上げます。

４ 椿（カメリア）以外に多かったモチーフ
あんこさん、三原山（御神火）、ジオパーク、バウムクーヘン

応募いただいた皆さまから、大島旅行の思い出や、新型コロナウイルス感染症が収束したら
大島にぜひ行きたい！という声を多くいただきました。ありがとうございました。
今後とも、「東京大島かめりあ空港」をよろしくお願いいたします。

東京大島かめりあ空港



ご応募いただいた愛称案一覧（重複除く）
椿カメリア空港 大島椿カメリア空港 椿の島  東京カメリア空港 Tokyo Sakura Camellia 空港 カメリアブラッサム空港 大島桜　カメリア空港 カメリアフラワー空港
カメリアンコ大島 あんこカメリア空港 カメーリァシスター カメリアシスター アンコカメリア カメリアンコ空港 大島　カメリア・シスターズ　空港
三原山カメリア空港 三原カメリヤ大島空港 あいらんどTokyo三原山カメリアAirport 御神火カメリアアイランド空港 活火山大島カメリア空港 KAMELIE BAUM空港 カメリア大島ジオパーク空港
大島カメリア・ジオパーク空港 カメリア・ジオ・アイランド空港 伊豆大島 空の港カメリア カメリアスカイポート大島 カメリア サンセット空港 カメリア オーシャンアロー空港 カメリアオーシャン空港
オーシャンカメリア空港 Camellia mau loa カメリアパラダイス 大島カメリヤ自然空港 大島カメリヤ自然の森空港 DREAMカメリア大島空港 かめりあ夢アイランド空港
大島カメリアみらい空港 カメリアスマイル空港 カメリア　ハッピー空港 カメリア　スマイル�空港 カメリア　愛ランド　エアポート 伊豆大島カメリア愛ランド空港 大島　カミーリャー愛ランド　空港
カメリア愛らんど空港 カメリア愛ランド空港 ビッグアイル・カメリアエアポート ビック　アイランド　カメリア空港 Bigisland camellia ビッグアイランドカメリア ビッグカメリアアイランド空港
ゴジラ大島カメリア空港 ブルー・カメリア空港 カメリア空港 大島カメリア空港 伊豆カメリア空港 camellia空港 伊豆大島カメリア空港
カミーリア カメリア 東京camellia空港 カミーリア空港 カメリア　ジャポニカ　大島空港 かめりあ カメリアランド
大島カメリアエアポート カメリアアイランドエア スカーレットカメリア空港 おおしまカメリア空港 東京アイランド大島カメリア空港 カメリア 大島エアーポ－ト おおしまcamellia空港
かめりあ空港 大島カメリアcamellia空港 大島カメリアcamelliaエアポート カメリア大島空港 キャメリアエアポート 東京大島かめりあ空港 camellia大島空港
カメリヤ　アイランド カメリアあいらんど エアポート　カメリア 大島かめりあ空港 カメリアアイランド空港 大島camellia空港 TOKYOカメリア空港
カメリア伊豆大島空港 カメリアエアポート 大島camellia 空港 camelia Camellia Town 空港 Camellia Island 空港 カメリア　アイランド　空港
キャメリア空港 CAMELLIA camellia airport Camellia Air Port 伊豆かめりあ空港 カメリアAP 伊豆大島カメリアヒルズ空港
伊豆大島カミーリア空港 ｃａｍｅｌｌｉａ　Ａｉｒｐｏｒｔ 大島カミリア空港 カメリア・エアーポート エアーポート・カメリア かめりあアイランド空港 かめりあ大島空港
大島カミーリア空港 大島空港カメリア カメリヤアイランド大島空港 大島・Camellia ISLAND 空港 キャメリア大島空港 大島　カメリア　空港 伊豆大島かめりあ空港
カメリアアイランド ガッツ❕カメリア 東京大島カメリア空港 カメリア　アイランド空港 かめりん かめりんくうこう 東京大島 カメリア空港
キャメリアエアーポート Ooshimaカメリア空港 大島キャメリア空港 カメリアエアポートターミナル カメリアポート 東京かめりあ空港 伊豆大島カメーリア空港
カメリア ハベェーノ Camellia Princess Airport Ohshima Camellia　Remote　Island　空港 トウキョウ　カメリア　空港 camelia空港 cameliaアイランド空港 ポート カメリア
ホワイトカメリア 東京カメリア空港 カメリア　空港 大島カメリヤ空港 大島カメリアきずな空港 Camerina Camellian
大島　カメリア空港 ラ・イスラ・カメリア空港 カメリアイランド空港 大島ベラ・カメリア空港 伊豆大島カメリア空港� カメリアエアーポート カメリアアイランドエアーポート
カメリアマーメイド グランディルカメリア空港 Camellia island カメリア・アイランド空港 カミーリア　アイランド　空港 カメリア　ライン 大島カメリア エアポート
カメリエア 伊豆キャメリア空港 伊豆キャメリア・エアポート カミレア カメリアエアポート大島 東京��カメリア空港 カメリア　グランデ空港
カメリア・エアポート カメリン カメリア島空港 東京大島CAMELLIA空港 おおしまカメリアくうこう かめりあ空島ポート 伊豆カミリア空港
カメリアエアーターミナル 大島camelia空港 トーキョーかめりあ空港 カメリアエア 大島 カミーリヤ空港 エアポートカメリア グランカメリア空港
伊豆大島Kamelie　Insel空港 伊豆大島die Kamelie Insel空港 カメリアマートル TOKYO 伊豆大島カメリア空港 camellia　airport Gran Camellia カメリアンポリス
Camellia Islandエアポート �Camellia Paradice カメリアポート大島 Camelliair Tokyo camellia island空港 東京カメリア アイランド空港 Anko Camellia Airport
CAMELLIA GEO空港 CamelliAirport 御神カメリア空港 おおしまカミーリャ空港 かめりあゴジーランドエアポート カメリアおおしま　エアポート カミーリャ空港
Camellia Oshima Airport ～控えめな素晴らしさ～ RedCamellia空港 カメリア・アイランド・エアポート ツバキとサクラの飛行場 さくらつばき空港 大島桜つばき空港 桜つばき大島空港
大島椿・桜空港 大島ツバキ桜空港 大島桜椿花咲く空港 大島さくらつばき空港 桜椿空港 伊豆大島・つばき花・あしたば草・ゴジラ岩石・べっこう寿司・温泉最高空港 つばき・あしたば空港
明日葉と椿空港 大島つばき・あしたば空港 エアーポート　つばき　あしたば　アイランド あしたばつばき空港 あしたば椿空港 椿あしたば空港 つばき　あしたば空港
椿とアシタバのスパアイランド空港 大島つばき明日葉空港 フラワーアイランド、椿とツツジ 椿フラワー空港 椿とリス空港 椿猫空港 牛も萌える椿空港
椿フェニックス空港 三原山あんこ椿大島空港 あんこさんと御神火椿のエアポート ご神火燃ゆるあんこ椿 「御神火燃ゆるあんこ椿」空港 大島　あんこ椿　火山空港 あんこ椿オーシャン空港
アンコ椿は恋の花空港 アンコ椿恋空港 あんこ椿こい空港 あんこ椿は恋の花空港 アンコ椿 恋の花空港 大島アンコ椿は恋の花空港 恋花アンコ椿空港
恋歌アンコ椿空港 あんこさんと椿と美しの島空港 あんこと椿と美しの島空港 あんこさんと椿と麗しの島空港 あんこと椿と麗しの島空港 あんこさんと椿と美しの島大島空港 あんこと椿と美しの島大島空港
あんこさんと椿と麗しの島大島空港 あんこと椿と麗しの島大島空港 椿あんこさん空港 大島アンコ椿空港 あんこつばき空港 伊豆大島アンコ椿空港 あんこ椿空港
大島あんこ椿空港 伊豆大島あんこ椿空港 伊豆大島　あんこ椿空港 アンコ椿空港 アンコ椿 あん娘つばき大島空港 あんこ椿大島空港
大島あんこつばき空港 伊豆大島あんこつばき空港 あんこTSUBAKI空港 アンコつばき空港 あんこ椿 東京大島あんこ椿空港 あんこツバキ空港
大島アンコつばき空港 アンコ椿大島空港 あんこ ツバキ空港 つばき娘空港 つばきっ娘空港 大島あんこツバキ空港 アンコ椿　空港
アンコ椿 AIRPORT 東京あんこ椿空港 あんこつばき 空港 伊豆アンコ椿空港 アンコウ椿空港 あんこ椿　空港 東京アンコつばき空港
おおしまアンコつばき空港 アンコつばき伊豆大島空港 伊豆大島アンコつばき空港 アンコツバキ空港 伊豆大島アンコツバキ空港 伊豆大島アンコつばき空港 伊豆大島あんこツバキ空港
大島アンコツバキ空港 東京アイランド大島『あんこ椿空港』 東京アイランド大島空港『あんこ椿』 東京アイランド空港『大島あんこ椿』 あんこ椿アイランドポート あんこ椿　大島空港 アンコ椿おおしま空港
大島アンコウ椿空港 大島 アンコ椿空港 大島あんこつばきちゃん空港 アンコつばき大島空港 あんこ椿エアポート あんこと椿の空港 あんこ椿の空港
大島あんこTUBAKI空港 椿あんこ 大島 アンコ椿 空港 東京・大島アンコツバキ空港 TOKYO大島・アンコツバキ空港 あんこ椿　伊豆大島空港 いず大島　あんこ椿空港
伊豆大島　あんこ椿　空港 あんこ椿アイランド空港 大島アンコ椿　空港 あんこ・椿空港 大島椿アンコ空港 おおしま　あんこつばき　くうこう 大島　あんこ椿　くうこう



ご応募いただいた愛称案一覧（重複除く）
あんこさんの椿空港 椿のあんこさん空港 あんこ　つばき　空港 アンコ椿伊豆大島空港 大島椿あんこ空港 あんこ椿の島空港 あんつば空港
あんこつばき大島空港 大島つばき娘空港 大島椿娘空港 アンコさんツバキ空港 あんこ椿 大島空港 おおしまあんこつばき空港 大島 あんこ椿 空港
あんこ椿の波浮港 大島  アンコつばき空港 大島  あんこ椿空港 エアポートあんつば 大島  アンコ椿空港 あんこツバキ大島空港 つばきアンコ空港
椿あんこ空港 アンコ椿さん 大島  あんこツバキ 空港 「あんこ椿」空港 「あんこ椿の波浮港」空港 椿と御神火の島空港 大島三原山火山と椿空港
伊豆大島三原山御神火海と椿空港 椿三原山空港 三原山椿空港 三原山椿の里空港 三原山つばき 大島御神火椿空港 大島椿三原山空港
みはらつばき空港 三原椿空港 ツバキ三原空港 大島三原山つばき空港 椿の島三原山空港 つばき御神火空港 三原椿大島空港
大島みはら椿空港 大島　つばき三原山空港 伊豆大島　椿　三原山空港 大島椿御神火空港 大島つばき御神火空港 御神火TSUBAKIアイランド空港 三原山つばき空港
つばきと神の火　大島空港 大島つばき三原空港 つばき三原山 椿御神火大島空港 つばき御神火愛空港 つばき御神火大島空港 御神火椿空港
御神火・椿空港 御神火つばき空港 海と椿と火山の伊豆大島空港 火山と椿の玄関口～大島空港～ ボルケーノ椿空港 椿とマグマのエアポート 東京砂漠つばき空港
椿ジオバウム空港 ジオバウム椿空港 椿薫るバウムクーヘン空港 椿バウム空港 椿ジオパーク空港 ジオパークつばき空港 ジオ椿空港
ツバキジオパーク空港 つばきの里　ジオパーク空港 空と海と椿のアイランド 空の道・海椿 空と海と椿の駅 椿舞う空の渚 空の椿姫
スカイ椿 青空つばき空港 ソラツバキ 椿大島そらみなと そらとぶつばき空港 大島椿さんさん空港 つばきさんさん空港
つばきにつばさ空港 椿に翼空港 ツバキにツバサ空港 大島つばきつばさ空港 大島つばさつばき空港 つばきつばさ空港 大島 海とロマンと椿の空港
海つばき 伊豆大島海と山と椿空港 青い海と椿の島 大島空港 青い海と椿のふるさと 大島空港 椿と青い海空港 青い海椿空港 大島 椿オーシャン 空港
うみつばき Tsubaki_Ocean Airport Tsubaki Ocean Airport 海と椿の空港 東京大島 椿海空港 東京・つばき太平洋空港 椿・海風かおる島
椿しおさい空港 大島つばきと海のめぐみ空港 大島うみつばき空港 海・山・椿の島、伊豆大島空港 海山椿空港 椿渚空港 つばきと海の空港
黒潮と椿の大島空港 黒潮椿空港 黒潮つばき大島空港 黒潮つばき よいっこ椿空港 椿よいっこ空港 恋の花つばきゲート
大島 夢と恋と椿の空港 恋の花大島椿空港 恋の花　椿大島空港 恋する椿空港 恋椿空港 大島椿恋の花空港 椿恋の花空港
椿恋花空港 恋の花つばき大島空港 大島 つばき恋の花空港 恋の花ツバキ空港 椿初恋空港 恋のつばき空港 大島椿恋花空港
つばき恋の花空港 恋するつばき空港 大島恋の花つばき空港 大島こいつばき空港 大島空港恋つばき 伊豆大島恋椿空港 大島つむぎツバキ空港
大島つむぎつばき空港 椿と自然の楽園伊豆大島空港 リゾート愛ランド椿空港 つばき楽園空港 東京リゾート大島つばき空港 伊豆つばきリゾート空港 TSUBAKI×HAWAII空港
常春伊豆大島椿空港 常春おおしま椿 椿常春空港 常春、椿の島　大島空港 椿の杜空港 つばきの杜　オオシマ　エヤポート 大島ツバキパノラマ空港
ツバキの杜大島空港 大島 椿の杜 空港 大島つばき25空港 伊豆大島つばき25空港 椿の玄関 椿の玄関口 椿の玄関~空~
つばきかがやき空港 薫る椿空港 大島椿の香空港 椿香る空港 椿の香る空港 椿香る大島空港 椿薫る空港
伊豆大島ツバキ宝島空港 つばき宝島空港 椿の夢空港 椿ゆめ空港 つばき夢島大島空港 伊豆大島ゆめ椿空港 大島夢つばき空港
大島・夢つばき空港 笑顔の椿エアポート 大島つばき麗し空港 つばき麗しの島空港 大島 ロマンと椿の空港 大島 椿ろまん空港 つばき 優しい空港
東京愛らんど大島つばき空港 東京愛ランドつばき空港 愛ランド椿空港 大島 椿・愛らんど 空港 伊豆大島つばき愛らんど空港 つばき愛ランド大島空港 大島つばき愛ランド空港
椿. 愛ランド空港 つばき愛ランド空港 ｔｓｕｂａｋｉ愛ランド空港 ときめき愛ランド大島椿空港 大島・つばき愛ランド空港 大椿愛らんど空港 ツバキ愛ランド 大島空港
愛らんど大島椿空港 椿big iland TSUBAKI BIG ISLAND つばきビックアイランド空港 ビッグアイランド・ツバキ空港 ビッグアイランドつばき空港 ビックアイランドつばき空港
big island tsubaki airport ビックアイランド椿 大島 椿はぶ空港 大島椿はぶ空港 つばき 大島椿空港 大島ツバキ空港
大島つばき空港 伊豆大島つばき空港 大島椿姫空港 やぶ椿アイランド空港 玉椿大島空港 大島TSUBAKI空港 伊豆椿空港
大島つばきの里空港 大島つばきの園空港 椿エアポート つばき空港 ツバキ空港 空つばき 椿
TSUBAKI大島空港 東京つばき つばき伊豆おおしま空港 椿おおしま空港 つばき大島空港 椿大島空港 椿空港
大島 椿空港 つばき伊豆大島空港 伊豆大島 つばき空港 伊豆のつばき空港 東京椿咲く大島空港 伊豆大島椿空港 椿アイランド空港
つばきエアポート 椿の国空港 伊豆つばき島空港 つばきアイランド空港 アイランド椿 椿姫空港 TSUBAKI
大島椿island空港 伊豆大島つばき国際空港 東京大島つばき空港 東京つばき空港 大島椿中央空港 花つばき大島空港 伊豆・大島紅椿空港
椿city iland 椿iland 大島ツバキ油空港 春に咲く大椿空港 ＴＳＵＢＡＫＩ 空港 おおしまつばき空港 椿春空港
TUBAKIとゆうなの空港 東京椿空港 椿の島空港 つばきっこ空港 オオシマツバキ空港 エアポート椿 椿花咲く空港
大島椿の国空港 つばきのくに 大島やぶ椿空港 やぶ椿空港 椿花咲き空港 大島結い椿空港 大島結椿空港
大島ヤブツバキ空港 つばき姫空港 つばき花ざかり大島空港 ツバキ花の町大島空港 おおしま椿アイランド空港 椿の島 大島空港 大島TUBAKI空港
大島 つらつら玉椿 空港 大島 つらつら椿 空港 大島花つばき空港 伊豆・つばき空港 izuooshima.tubaki(花）・ashitaba.gojira.bekkousushi.onsensaikou.kuukou 椿まつり空港 大島椿まつり空港
美肌の椿大島空港 椿の恵み大島空港 「大島つばき」空港 ツバキ姫 つばきひめ 椿の島 東京大島空港 椿島 東京大島空港
おおつばき空港 つばきの島空港 椿アイランド ツバキ島空港 つばきくうこう ツバキの里空港 大島つばき油空港
伊豆つばき 大島 つばき空港 つばき花空港 花つばき空港 TSUBAKI空港 大島椿 空港 おおしまツバキ空港
ヤブつばき 大島花ツバキ空港 伊豆おおしまつばき空港 椿　空港 いずのくに椿空港 伊豆国つばき空港 大島　つばき　空港



ご応募いただいた愛称案一覧（重複除く）
大島椿エアポート 伊豆大島花つばき空港 椿の丘空港 TSUBAKI Flower 空港 大島つばき花咲空港 華（花）つばき空港 TSUBAKI 絆空港
おおしまつばきくうこう つばき大島空港TOKYO つばきの花空港 大島つばきアイランド空港 椿ちゃん おおしま椿空港 椿愛東京空港
大島はなつばき空港 つばきアイランド大島空港 伊豆大島ツバキ空港 みやこ椿空港 島椿空港 花つばき 東京つばき大島空港
椿ファーム 伊豆の椿大島空港 椿�空港 Tsubaki AP 伊豆大島”椿空港” ヤブツバキ空港 椿姫
つばきの里空港 大島椿うつくし空港 椿空港・東京 ｔｕｂａｋｉｎ TSUBAKI　AIRPORT オオシマつばき　アイランドエヤポート つばき　空港
伊豆つばき空港 ツバキISLAND空港 大島つばき花空港 東京　椿空港 「島つばき」空港 大島ツバキ姫空港 大島椿の花空港
大島花椿空港 大島はなツバキ空港 ツバキ 椿だけじゃない大島空港 大島 TSUBAKI 空港 椿花びら空港 OSHIMA TSUBAKI空港
心に椿空港 花椿空港 椿の郷空港 伊豆大島”島椿空港” 大島椿の里空港 椿つやつや空港 東京大島 椿花空港
東京大島 ツバキ空港 東京大島 椿楽空港 大島椿花空港 つばきの里大島空港 つばき　ＪＡＰＡＮ　AIRPORT ツバキアイランド空港 ツバキポート大島
つばきエア大島 大島ツバキ紅空港 控えめな素晴らしさ伊豆大島つばき空港 控えめな素晴らしさおおしまつばき空港 伊豆おおしま椿空港 ツバキの里大島空港 椿の国大島空港
おおしま椿オイル空港 ツバキOSHIMAエアポート ツバキ 空港 Izu Oshima つばき空港 赤椿 紅椿 桃椿
椿の島大島空港 麗らか椿　大島空港 伊豆大島 椿 空港 大島つばき乙女空港 大島椿の島空港 アイランド椿　エアポート つばき島空港
おおしま花椿空港 大椿 大島つばき満開空港 つばき大島エアポート ツバキおおしま空港 TSUBAKI愛LAND空港 おおしまつばき乙女くうこう
大島　椿空港 ツバキ　アイランド空港 伊豆大島椿姫空港 椿エアライン anko椿空港 おおしまツバキエアポート 椿の花咲く大島空港
とうきょう大島つばき空港 ツバキ大島空港 ツバキ　空港 椿アイランド伊豆大島空港 椿の里伊豆大島空港 大島椿ワンダーアイランド空港 TSU�BAKI
ツバキス つばき咲き島空港 赤い椿の空港 伊豆大島 椿空港 伊豆大島 椿らんまん空港 伊豆大島 椿美人空港 つばきの郷 大島空港
暖流つばき空港 つばき咲く大島空港 ぶらり大島　椿空港 東京花椿空港 伊豆つばきの島空港 あん椿 TOKYO TUBAKI
ヤブツバキ✈大島空港 椿あいランド伊豆大島空港 椿ターミナル 花ツバキ大島空港 椿アイランド・大島空港 つばきエア つばき咲くや大島空港
大島椿　空港 椿かすり空港 エヤー椿 エアー椿 東京大島椿空港 東京ツバキ三十分空港 イズツバキ・エアポート
TUBAKI つばきアイランド　大島空港 つばきの島　大島空港 椿あいらんど　大島空港 大島 つばき 空港 大島 椿の唄・アハーイハイト空港 大島椿の唄空港、アハーイハイト空港
大島つばきあざやか空港 大島椿 一重の花びら椿空港 つばき大島ミルフィーユ空港 大椿空 大椿空島  大島つばき空港
椿花園空港 ツバキの島空港 三大つばきクローバー空港 伊豆椿の島空港 エアポートTSUBAKI 椿エアーライン つばきエアーライン
つばきエアーポート 椿ウェ－ブ 椿花 伊豆大島つばきちゃん空港 花咲く椿彩りの島 伊豆のつばき姫・大島空港 大島椿空港
つばきんこ空港 つば希空港 椿咲く島空港 椿メモリアル空港 東京アイランド椿空港 とうきょうツバキの島空港 伊豆大島椿ガーデン空港
椿花ガーデン空港 大島 椿空港 ツバキラリ空港 つばきちゃん 伊豆大島　つばき空港 椿島空港 大島・つばきブルーウェイブ空港
ＴU・BA・K I 大島　つばき空港 ツバキの花 空港 つばきエアーターミナル 椿結空港 椿咲空港 椿愛空港
花咲く椿空港 椿で髪うるうる空港 つばきん空港 大島�TSUBAKI空港 椿�おおしまエアポート 椿色おおしま空港 大島ゆこゆこおんせん椿空港
大島つばきの島空港 椿咲く大島空港 大島　椿の里空港 椿のふるさと空港 都ツバキ空港 東京椿 伊豆大島つばきアイランド空港
大島  ツバキ空港 大島・椿の花空港 おおしま 椿空港 大島  ヤブツバキ空港 椿の花大島空港 椿の花伊豆大島空港 東京椿の島空港
エアブリッジ・椿 セントラルアイランド・椿 セントラルエアポート・椿 華椿 東京ツバキアイランド空港 伊豆大島椿の女王空港 つばきの島大島空港
大島・椿の郷空港 大島つばき 咲乱椿エアポート 大島ツバキの山空港 大島つばきひめ空港 TSUBAKI TOKYO おおしま ツバキ空港
東京つばきの島空港 大島  つばき空港 ツバッキー空港 空港つばき つばきロード TSUBAKI GEO空港 大島つばきちゃん
大島椿咲空港 東京TSUBAKI空港 大島椿燦々空港 つばきしま空港 大島椿萌空港 大島つばき空港✈ 火と椿空港
大島つばきの都 空港 大島 椿の都 空港 東京伊豆大島つばき空港 大島の椿空港 大島ツバキの園空港 大島椿咲き空港 Air.Port　花椿
A.P.　花椿 椿伊豆大島空港 伊豆大島椿台風空港 椿台風伊豆大島空港 つばきフレンドリー空港 椿寿 椿ブルーウェーブ空港
椿大島 椿・大島くうこう おーしま椿花空港 椿の島 大椿空港 大島さくら空港 大島チェリーブラッサム空港
オオシマザクラ空港 伊豆大島さくら空港 大島桜空港 伊豆オオシマザクラ空港 一年中お花が楽しめる・オオシマザクラ空港 伊豆大島サクラ空港 伊豆桜空港
さくら空港 オオシマサクラ空港 大島 さくら 空港 大島ブロッサム空港 大島チェリー空港 大島サクラ空港 大島ブラッサム空港
おおしまざくら空港 大島サクラッカブ空港 さくら大島空港 おおしまさくら空港 伊豆国さくら空港 さくらかおり空港 大島ザクラ空港
桜舞う富士箱根伊豆国立公園空港 東京桜の里空港 大島さくら オオシマザクラ 満開空港 大島  オオシマザクラ空港 東京Oshima Cherry空港 東京オオシマ チェリー空港
明日バード空港 三原山あしたば空港 海と空と明日葉 大島あした羽空港 明日葉オーシャン空港 太平洋あしたば大島空港 あしたぼ空港
あしたぼ 大島あしたぼ空港 明日葉くさや空港 あした葉未来空港 あしたば空港 大島あしたば空港 大島明日葉空港
大島明日葉エアポート 明日葉空港 明日葉 あしたば伊豆大島空港 伊豆大島あしたば空港 大島あした葉空港 あしたばちゃん空港
大島「アンジェリカ」空港 あしたば 大島アシタバ空港 アシタバ空港 アシタバ 大島・明日葉空港 あしたば大島空港
明日葉大島空港 明日葉元気空港 おおしま明日葉空港 ASITABA空港 あしたばの里空港 エアポートあしたば 伊豆大島明日葉空港



ご応募いただいた愛称案一覧（重複除く）
明日葉ちゃん 伊豆大島　あしたば空港 あしたばん 伊豆あしたば空港 あしたば…明日は素晴らしい空港 あしたば空港大島 おおしまあしたば空港
トゥモローリーフ アンジェリカ大島空港 明日ばー空港 大島Ashitaba空港 大島あしたば牛乳せんべい金目銅空港 アシタバ大島空港 マダイダイダイ空港
金目鯛だいだい空港 大島サンセットパーム空港 サンセットパームライン・エアポート 大島パームビーチ空港 海柘榴大島空港 大島ヤシの実空港 ぼたん
カトレア空港 大島ハイネズ空港 さるびあ 一年中お花が楽しめる大島・フラワーリレー空港 大島フローラ空港 グランディルブバリア空港 サルビア
だいだい空港 大島ダイダイ空港 伊豆大島あじさい空港 大島サクユリ空港 大島カトレア空港 パプリカ空港 大島カンスゲー空港
大島ハイビスカス空港 アロエ空港 あけび空港 サクユリ空港 めっかりとくさやずら空港 くじら空港 めじな空港
大島とびうお空港 ハンマーヘッドシャーク空港 大島トビウオ空港 大島メッカリ空港 大島ウミガメ空港 トビウオ 大島飛魚空港
大島イルカ空港 とびうお 大島ハマフエフキ空港 大島イシガキダイ空港 とびうお空港 アイランドニモ 真鯛橙空港
とうきょうイルカウォッチング空港 イルカだいすき空港 飛び魚空港 トビウオ空港 めっかりくうこう あんこニャンコ空港 あんこにゃんこ空港
あんこねこ空港 大島ホルスタイン空港 ドラゴン伊豆大島空港 河童空港 大島きょんきょん空港 大島キョン空港 大島ｷｮﾝ空港
大島ドラゴン空港 東京ホルスタイン空港 モーモー空港 おおしまモーモーターミナル 大島  ホルスタイン空港 モーモーちゃん空港 大島  モーモー空港
大島  もーもー空港 ホルスタイン大島空港 大島・花鳥風月空港 ～花鳥風月の伊豆大島～ 大島ヒヨドリ空港 火の鳥空港 かもめ空港
アイランド.バード 大島アカコッコ空港 大島コウノトリ空港 アカコッコ空港 フェニックス空港 ガーディアンバード大島空港 鳥と風の空港　バード＆ウインドエアポート

伊豆大島三原山あんこさん空港 三原あんこ　大島空港 御神火アンコ空港 あんこ御神火空港 御神火あんこエアポート みはらのあんこさん空港 アンコ御神火空港
あんこさん三原山空港 あんこバウム空港 あんこの里大島ジオパーク空港 あんこSUN空港 アンコSUN空港 あんこハマンカー大島 あんこ大島ハマンカー空港
アンコ恋の花空港 アンコ恋の蕾空港 アンコに恋する空港 伊豆大島あん恋空港 大島アンコさん空港 大島あんこ空港 あんこさん空港
あんこ あんこちゃん空港 あんこサン空港 あんこさん 大島あんこさん空港 伊豆大島あんこさん空港 アンコ空港
伊豆大島あんこ「空港」 大島あんこ「空港」 大島アンコっ娘空港 大島アンコ空港 あんこ空港 あんこ姿空港 大島アンコーる空港
伊豆大島アンコさん空港 あん娘空港 TOKYO ANNKO AIRPORT 伊豆大島ANKO空港 東京大島 アンコ空港 東京大島 あんこ空港 大島ANKO空港
ANKOさん大島空港 あんこうつくし大島空港 空飛ぶあんこ娘空港 あんこ姫空港 大島みやこのあんこ空港 伊豆大島あんこ空港 あんこサン
都大島アンコ空港 あんこーる空港 アンコール空港 アンコちゃん あんこエヤー エアーあんこ カメリあんこ空港
アンコエアーライン アンコエアーポート あんこエアーポート 伊豆大島　あんこ空港 大島あん娘空港 アンコさん空港 伊豆大島　あんこちゃん空港
東京あんこ空港 あんこあいらんど空港 おおしま「あんこ」くうこう 大島  アンコ空港 大島  アンコさん空港 大島  あんこ空港 アンコの島空港
娘空港 大島  あんこさん空港 おおしま  アンコ空港 アンコさん おおしま  アンコさん空港 あんこさん大島空港 あんこエアポート
あんこ姿の大島空港 おとめ 三原山溶岩アイランド空港 三原ボルケーノ空港 大島三原山 火山空港 三原山火山空港 御神火の島　大島空港
三原山カルデラ空港 三原山活火山空港 大島みはら山・さばく空港 御神火バウム空港 伊豆大島三原山ジオパーク空港 伊豆大島ジオパーク御神火空港 伊豆大島御神火ジオパーク空港
ジオ三原空港 ジオ御神火空港 大島御神火ジオパーク空港 大島三原山ジオパーク空港 御神火スカイライン空港 飛べ！大島御神火スカイ空港 MIHARA SKY PORT
大島あおぞら御神火空港 みはら山火星空港 三原満天空港 ここは海の東京都　伊豆大島三原山空港 御神火-黒潮空港 つむぎ三原空港 常春伊豆大島御神火空港
大島みはらのしぜん空港 三原山自然大島空港 御神火ゲートウェイ空港 ダイナミック御神火空港 御神火ビッグ愛ランド 御神火 愛らんど 大島空港 伊豆大島三原山ゴジラ空港
ゴジラ三原山 三原山ゴジラ空港 ゴジラ御神火空港 大島御神火空港 神火空港 伊豆大島御神火空港 三原御神火
大島三原山空港 ごじんか空港 御神火空港 伊豆大島三原山空港 大島三原色空港 御神火 三原山
伊豆東京御神火空港 いずとうきょうごじんか空港 三原山大島空港 御神火おおしま空港 大島ごじんか空港 東京みはらやま空港 三原おおしま空港
三原山空港 おおしま御神火空港 御神火大島空港 伊豆大島三原山御神火空港 大島三原空港 空港三原山 三原山おおしま空港
風だより御神火空港 三原山御神火空港 みはら大島空港 大島ご神火空港 ご神火空港 大島みはらやま空港 おおしまみはらやまくうこう
伊豆大島御神火(GOJINKA)空港 伊豆大島三原空港 三原じゅん港 伊豆みはらやま空港 伊豆三原山空港 伊豆大島みはらやま空港 みはらやま御神火空港
みはらのやま大島空港 大島みはらさん空港 御神火三原山空港 東京大島御神火空港 大島みはらし空港 伊豆大島　御神火空港 大島みはら山空港
御神火の恵み伊豆大島空港 御神火エア 伊豆ご神火空港 東京大島御神火アイランド空港 東京大島御神火ライド空港 大島GOZINKA空港 大島御神火アイランド空港
伊豆御神火空港 GOJNKA 三原マウンテン空港 三原山伊豆大島空港 神の火・三原山　大島空港 大島ひのやまみなと空港 伊豆三原山大島空港
おおしま  御神火空港 おおしま  三原山空港 伊豆大島ご神火空港 東京御神火空港 MIHARA GOJINKA GOJINKAアイランド大島空港 大島  御神火空港
大島  三原山空港 エアポートご神火 Mt　Mihara　airport 大島一周便御神火空港 大島空港758 火山バウム空港 来んさい溶岩大地大島空港
大島ふれあい溶岩大地空港 ジオパーク温泉アイランド空港 スターダストボルケーノ 大島火山星空温泉空港 海森火山オールマイティ大島空港 東京で綺麗な海と大自然とカルデラがある空港 東京大島海と緑と火山空港
火山と海のまんなか空港 大島絶景温泉空港 スコリア自然空港 大島火山愛ランド空港 火山愛ランド空港 ゴジラ・火山空港 アア～溶岩の麓空港
大島マグマ空港 大島マントル空港 伊豆大島活火山空港 伊豆大島火山の恵み空港 伊豆活火山空港 火山の恵み空港 おおしまボルケーノ空港
おおしまスコリア空港 花と火山の大島空港 大島volcano空港 ヴオルケーノー愛すランド大島空港 伊豆大島 活火山空港 燃える島空港 火の島空港
おおしま火山くうこう 大島火山空港 大島活火山空港 大島パホイホイ空港 火山島大島空港 大島スコリア空港 伊豆大島カルデラ空港



ご応募いただいた愛称案一覧（重複除く）
ボルケーノ大島空港 温泉アイランド大島空港 カザンザン空港 スコリア大島空港 トウキョーボルケーノ パホイホイ空港 大島カルデラ空港
伊豆大島火山島空港 大島溶岩空港 大島火山島空港 大島ボルケーノ空港 踊る火の島空港 お鉢裏空港 大島　Volcano Loveland 空港
大島火山アイランド空港 噴火口みえるかな空港 火の島大島空港 おおしま  火山空港 大島  火山空港 大島噴火山空港 だいふんか大島空港
活火山がある大島空港 カルデラ大島空港 月と砂漠 大島「Moon・Desert」空港 大島「Moon&Desert」空港 月と砂漠空港 うみ・ほし・さばく大島空港
大島 海と山と砂漠 空港 大島パノラマ砂漠空港 大島裏砂漠空港 裏砂漠空港 裏砂漠 伊豆大島裏砂漠空港 大島砂漠空港
伊豆大島デザート空港 ムーンライン空港 大島裏さばく空港 東京砂漠エアポート 大砂漠大島空港 大島黒砂漠空港 東京砂漠空港
デザート空港 大島黒い砂漠空港 大島うらさば空港 大島砂漠の島空港 URA砂漠大島空港 大島TOKYO裏砂漠空港 大島　砂漠空港
大地のバウム空港 ジオバーム ビッグバーム大島空港 バームクーヘン 大島バームクーヘン空港 大島バウムクーヘン空港 伊豆大島地層大切断面空港
バウム空港 バームクーヘン空港 おおしまバウムクーヘン空港 バウムクーヘン バウム大島空港 グローサー　クーヘン空港 バウムクーヘン空港
東京バームクーヘン空港 大島ばあむくーへん空港 伊豆大島バームクーヘン空港 ラ・ヴァームクーヘン バウム筆空港 東京バームクーヘン バームクーヘン大島空港
大島ジオ・グローブ空港 空と大地の空港 海・大地恵みあふれる二色丼空港 大島　地球　最強楽園　空港 地球の入り口 花と大地の大島空港 地球の息吹おおしまAirport
大島地球空港 まだ見知らぬ大地に俺は(私は)足を踏み入れる。 地球を感じる島空港 大島地球の恵み空港 あるがままの地球空港 命の地球空港 TERRA伊豆大島空港
大島　アース空港 大地のしま大島空港 地球のいぶき大島空港 おおしま  大地の物語 空港 おおしま  太古の地球 空港 地球と人の営み空港 おおしま  大地の公園 空港
大島  大地の物語 空港 大地のめぐみ大島空港 大島  大地の公園 空港 大島  大地のめぐみ空港 大島  大地の恵み空港 おおしま  大地の恵み空港 おおしま  大地のめぐみ空港
伊豆の踊子ジオパーク空港 為朝ゆみはりジオパーク空港 ジオパラダイス大島空港 東京ジオリフレッシュ空港 大島ジオ・パラダイス空港 おおしまジオパークAIRゲート 大島  ジオゲート 空港
大島  ジオ・ゲートウェイ 空港 ジオパークゆめ空港 ジオパーク愛ランド大島空港 ジオ愛ランド大島 ゴジラ・ジオパーク空港 大島ジオパーク空港 伊豆大島ジオパーク空港
ジオパーク　空港 じおぱーく空港 ジオパーク大島空港 ジオパーク伊豆大島空港 伊豆大島ジオパーク 大島ジオ空港 ジオ・パークエアポート
スーパージオパークエアポート（SGA） 大島ジオパークエアポート 南東京　ジオパーク空港 ジオパークおおしま空港 おおしまジオパーク空港 東京ジオパーク空港 大島・ジオパーク空港
ジオパーク　オオシマ　空港 ジオパーク　オオシマ　エヤポート ジオポート大島 東京大島ジオ・パ―ク空港 ジオ大島空港 大島ヒラリ空港 大島ジオアイランド空港
ジオパークオオシマエアポート ジオパーク大島 大島ジオレスト空港 いきてる大島ジオ空港 エアポートIZU OSHIMA Geopark 東京大島ジオパーク空港 日本ジオパーク空港
ジオアイランド大島空港 伊豆大島ジオ空港 伊豆大島 ジオパーク 空港 ジオポート伊豆大島 大島ジオポート ジオパーク空港 東京ジオパークアイランド
大島ネオジオ空港 エンタジオ ジオカジャ ひらり空港 大島ジオーレ空港 ジオパーク大島空港 ジオパーク 大島空港
東京伊豆大島ジオパーク空港 大島日本ジオパーク空港 ジオパ大島空港 大島　ジオラ空港 大島ジオサイト空港 大島 ジオパーク空港 大島ジオグラフィック空港
おおしまジオアイランド空港 TOKYOジオパーク空港 ジオメリア大島空港 大島ジオパーク来んしやい空港 伊豆大島 ジオパーク空港 おおしま  ジオパーク 空港 大島　ジオラマ空港
大島東京ジオパーク空港 大島東京じおぱーく 空港 東京・大島：サンシャインスカイポート 伊豆の踊子ほしぞら空港 大島ほしぞら空港 ほしぞら空港 星空の伊豆大島空港
伊豆大島ほしぞら空港 星空の大島空港 青い海と空の玄関 伊豆大島”空と海”の空港 オーシャンスカイ おおしまエアポート海も山も空も 東京うみぞら空港
大島うみとそらの空港 東京うみそら伊豆大島空港 大島空と海の空港 伊豆大島　うみとそら空港 離島が育んだ大自然と独自の文化を体感しよう、Tokyo Treasure Islandの空の玄関口 ネイチャー 空の国 大島空港 Ooshima Sky Scape 25
大島スカイゲート 大島宙夢エアポート 愛ランドおおしまスカイ おおしま愛ランドスカイ おおしまスカイ愛ランド big sky island  空港✈ そらはぶ大島
大島スカイハブ ソライチバン空港 大島スカイブリッジ 大空港 しまぞら 空と風空港 大空空港
青空空港 伊豆大島・おおぞら空港 おおぞら空港 おおしまスカイパーク 大島あおぞら空港 ソラミ ソラシオ
ミソラ 七色空港 伊豆大島あおぞら空港 なないろ空港 Oshima Sora Eki スカイラウンド大島空港 そらのみなと
スカイビュー伊豆大島空港 ソラシマ オオソラ ｓｏｒａｋａｒａ おおぞら ソライズ 大島レインボー空港
大島スカイアイランド空港 大島ブルースカイ空港 大島そらのみなと 大島青空空港 大島スカイブルー空港 伊豆大島ブルースカイ空港 大島　JET  SKY
大島　SKY JET 大島　Sky bridge 大島そらまちっく空港 東京なないろ空港 Soraqua空港 大島シースカイ空港 伊豆大島「虹の架け橋」空港
大島なないろ空港 伊豆大島なないろ空港 しまそら 大空 ソラモアル空港 ソラモアル大島空港 そらホッピング大島空港
ソラール大島空港 大島 Sky Entrance 大島SUN空港 大島さんさん空港 大島サンライズ空港 大島Sun Sun空港 大島Sun↑ Sun↓空港
サンライズ大島空港 大島サンシャイン空港 東南サンライズ空港 大島さんぱわー空港 おはよぅSUN空港 SUNライズおおしま　空港 夕日と海の空港
サンセット空港 伊豆サンセット空港 大島サンセット空港 B.I.サンセット空港 夕陽のはじっこ空港 ゆうやけヶ丘空港 東京サンセット空港
伊豆大島「夕焼け小焼け」空港 伊豆トワイライトエアポート トワイライト空港 大島トワイライト空港 夕日空港 Orange air伊豆大島 大島ムーンライト空港
伊豆大島 海と星空空港 大島スター空港 おおしま星空エアポート 七島・カシオペア空港 伊豆七島・ななほし空港 伊豆ななほし空港 伊豆大島・ながれぼし空港
大島 星空空港 星の伊豆大島空港 星の大島空港 大島・ななほし空港 大島・七星空港 大島・ながれぼし空港 満天空港
東京満天空港 大島満天空港 伊豆大島満天空港 離島満天空港 伊豆大島 星空空港 大島星空まんてん空港 大島あまの川空港
大島・星降る空港 星降る空港・大島 東京大島ミルキーウェイ空港 東京大島天の川空港 大島ミルキーウェイ空港 大島プラネタリウム空港 伊豆大島スタリー空港
満天アイランド大島空港 星空おおしま空港 おおしま星空☆空港 大島星空空港 トレジャーウイング大島 未来羽エアポート 伊豆大島「未来への翼」空港
ビューウイング大島 ツバサキ ウイングパーク大島 ウイングパーク おおしま翼基 青羽空港 かがやく海と豊かな緑　自然まるごと大島空港



ご応募いただいた愛称案一覧（重複除く）
山・海・自然大島空港 大島空港まで海のお散歩25分。 大島マリンゲート空港 東京うみかがやき空港 海の宝空港 渚 渚島空港
OPEN SEA 海の幸空港 海の空港 大島オーシャン空港 伊豆大島なぎさ空港 おおしまブルーオーシャン空港 オーシャンフロント大島空港
釣りキチ大島空港 大島マリン空港 釣り天伊豆大島空港 伊豆大島うなばら空港 海の中の東京都空港 大島　山と海空港 海の幸大島空港
うみもやまも空港 大島・青い海空港 大島・さざなみ空港 パシフィックオーシャン東京-大島空港 大島ラメール空港 大島里海空港 伊豆大島アクアマリン空港
海のふるさと大島空港 伊豆オーシャン空港 大島・シーサイド空港 大島透明な海空港 おおしま太平洋空港 伊豆大島シュノーケリング空港 オーシャンテ空港
大島さざなみ空港 クールオーシャン 大島うみがめ空港 大島ブルーオーシャン空港 ぱれ・らめーる あおうみ空港 大島渚空港
海光空港 大島マリンエアポート ブルーオーシャン空港 大島 大海原 空港 ブルーマリン空港 おおしま黒浜空港 大島マリンブルー空港
青い海広い空 潮彩空港 山と海と花空港 大島あおなみ空港 おおしま  海の幸空港 大島  海の恵み空港 大島らめーる空港
大島海の都空港 大島うみとおはな空港 おおしま  海の恵み空港 大島  海の幸空港 東京ブルーオーシャンairport おおしま  海幸空港 ブラックサンドビーチ大島空港
大島   海の幸・山の幸空港 大島   海のさち・山のさち空港 大島  海のさち空港 海と山と空空港 伊豆大島　MarineBlue空港 マリンブルー空港 海産物空港
ダイビング大島 surroundedby the sea with TSUBAKioil 空ですか？海ですか？ 海のごちそう空港 大島大海原空港 海がすきとおる大島空港 大島ましょ空港
大島黒潮空港 黒潮空港 大島くろしお空港 伊豆くろしお空港 TOKYO黒潮空港 伊豆大島くろしお空港 大島 黒潮空港
大島いくべえ空港 あいやー大島！空港 いぐぞ！大島！ いぐぞ大島！ いぐべ！大島！ 大島よばーる空港 伊豆大島よばーる空港
大島へきてけえたあなあ空港 あいや大島空港 ハマンカー空港 おらげー空港 大島はばっしー空港 よばーる空港 ハーイハイトー空港
のりちょー大島空港 いぐよ大島 よいとな空港 良はった空港 大島ハマンカー空港 伊豆大島ずら空港 おーよー空港
きてくんろ空港 よけーもん空港 くんろ空港 あいべー空港 あんじぇー大島空港 伊豆大島あいや！空港 大島きさい空港
大島はばし空港 伊豆大島恋の花空港 伊豆大島♡恋の花空港 恋の花空港 大島　こいのはな　空港 伊豆大島　こいのはな　空港 恋の花
恋花空港 大島　恋の花空港 恋バナ 大島恋の花空港 大島恋花空港 大島恋の潮風　空港 大島・恋の花空港
大島はるみ空港 大島MIYAKO空港 伊豆の踊子ゆめ空港 踊り子空港 おどりこ空港 踊り子のふるさと伊豆大島空港 ふるさと踊り子空港
「伊豆の踊子」の里空港 伊豆の踊り子空港 大島踊り子空港 伊豆の踊子 大島空港 大島踊り子アイランド空港 伊豆踊り子空港 伊豆の踊子空港
伊豆大島踊り子の里空港 大島伊豆の踊り子空港 おおしま伊豆の踊子空港 伊豆の踊子おおしま空港 大島おどりこころ空港 くさや 大島くさや空港
くさや空港 CUSAYA大島空港 クサヤ空港 おいしいくさや空港 大島  くさや空港 大くさや島空港 大島つむぎ空港
つむぎ つむぎ空港 大島紬空港 TSUMUGI 大島紬ちゃん空港 大島　つむぐ　空港 紬の縁側空港
大島 つむぎ 空港 花彩つむぎ空港 伊豆大島紬空港 伊豆大島紡ぎ空港 紬伊豆大島空港 紡ぎ伊豆大島空港 大島為朝空港
大島TAMETOMO空港 伊豆大島為朝空港 無双ためとも空港 大島ためとも空港 源氏ためとも空港 ためとも空港 生物の楽園
自然の楽園　大島空港 東京から25分の楽園空港 paradise GATE 大島パラダイス愛ランド空港 大島トロピカル愛ランド空港 大島リゾートエアポート 東京大島楽園空港
伊豆大島南国空港 南国伊豆エアポート 日本のハワイ空港 トロピカル大島空港 伊豆大島リラックス空港 伊豆大島リフレッシュ空港 大島南国空港
南国アイランド空港 東京リゾート空港 大島ユートピア空港 東京サウスフロント空港 東京リゾートワーク空港 東京サウスアイランド空港 東京南の島空港
東京リフレッシュランド空港 伊豆大島リゾート空港 サザン東京アイランド大島空港トロピカーナ 南の里空港 伊豆大島ハワイ空港 伊豆大島ハワイエアポート みなみ東京・大島空港
東京南の楽園空港 大島パアカイ空港 TOKYO Resort Island 空港 東京リゾー島空港 南の島空港 映えるリゾート大島空港 大島リゾート空港
東京のリゾート大島空港 ベストバカンス大島空港 ohana ちょっくリゾート大島空港 大島パラダイス空港 大島UTOPIA空港 大島プメハナ空港
大島マハナ空港 すぐ行ける南国空港 大島OHANA空港 大島マヒプア空港 伊豆大島コナ空港 東京の南の島大島空港 東京エデン空港
サザンエアポート大島 珠玉の楽園伊豆大島空港 春帆空港 常春愛らんど 大島空港 スプリング空港 常春空港 大島・常春の島 空港
常春おおしま空港 ダ-インも驚き‼自然の宝庫。大島東京 ネイチャー愛ランド空港 ネイチャー愛ランド大島空港 ネイチャーBigアイランド空港 ビックネイチャーアイランド空港 スグ大自然空港
緑の島空港 みどりの島くうこう 大島ネイチャーパーク 大島自然空港 豊かな自然大島空港 おおしま大自然満喫空港 ナチュラル　アイランド東京
伊豆絶景空港 伊豆大島マザーネイチャー空港 グリーンアイランド大島空港 大島Nature空港 緑の島風空港 Tokyo Nature Airport Tokyo Nature Island Airport
東京大自然島空港 大島・森羅万象空港 東京ネイチャー空港 大島アウトドア空港 東京ネイチャー大島空港 あいよ～、ええよ～、離島発、自然・文化・人の温かさを体感する旅のFirst Access、Tokyo Oshima Airport 驚く空から大自然大島の魅力発見
飛行機という手があった大自然大島へ グリーンブーケ 自然の王国　大島空港 大島ネイチャーアイランド空港 伊豆大島自然空港 大島大自然空港 大自然大島空港
大島パノラマ空港 グリーンアイランド 東京自然の島空港 大島Nature Island空港 ネイチャー伊豆大島空港 緑いっぱい空港 大自然空港
大自然伊豆大島空港 大島　パノラマ空港 伊豆大島大自然空港 大自然いっぱい大島空港 大自然トレッキング大島空港 大島しぜん空港 大島東京大自然 空港
大島自然　空港 大島ネイチャー　空港 大島ネイチャーズ空港 豊かな自然に囲まれた空港 自然山水大島空港 シーアンドネイチャー空港 大島大自然大満足！
自然空港 東京の自然空港 大自然OSHIMA空港 大自然等空港 大島自然の都空港 ちょいと大島！ ちょっとび大島！
ちょいとび大島！ ぶらっと ぷらっTOKYO空港 大島ひとっ飛び空港 スグソコ空港 ふらっ都「島しるべ空港」 近くの離島空港
ぶらっとおおしま空港 ふらっとおおしま空港 ぷらっとおおしま空港 ひとっ飛び大島空港 大島へは調布から25分で着いちゃう空港 一っ飛び大島空港 アイランド25エアーポート
kind25 25空港 OSM25 東京に一番近い島伊豆大島空港 ふらっと ぶらっと 空港 ふらっと ぶらっと エアポート びゅっと大島空港



ご応募いただいた愛称案一覧（重複除く）
空から丸ごと大島ひとっ飛び COAR25 チョット大島空港 大島Ｍ-２５空港 東京25大島空港 大島25 大島二十五
東京からたった25分空港 大島エアポート２５ 大島25空港 伊豆大島25空港 ふらっとびゅ～ん 大島2525空港 もーしま大島
すぐしまもーしま 調布から25分空港 東京からいちばん近い島空港 大島空港25 伊豆宝島の扉空港 伊豆大島アドベンチャーゲート空港 アドベンチャーゲート大島空港
伊豆愛らんどゲートエアポート 大島アイランドゲート セブン・ゲート・エアーポート 扉の先は秘密基地、大島空港。 大島アイランドゲート空港 癒しのゲート 島ゲートウイ
東京秘島の扉空港 Comegate 東京島玄関伊豆大島空港 東京大島ゲートウェイ 東京大島ゲートターミナル ワイルドゲート伊豆大島空港 大島ﾊﾟｼﾌｨｯｸｴﾝﾄﾗﾝｽ空港
伊豆ゲートウェイ空港 大島  ゲートウェイ 空港 伊豆大島きらきら空港 キラキラシー東京 キラキラ大島空港 きらり おおしまきらめき空港
大島きらきら空港 大島キラキラ空港 大島きらめき空港 花香る大島空港 伊豆大島宝島空港 大島宝の島空港 東京宝島エアポート
Treasure island空港 伊豆宝島空港 大島宝島空港 大《宝》島空港 東京のたからじま空港 大島たから島空港 東京宝島空港
トレジャー・アイランド　大島空港 「日本の宝」空港 大島フロンティア空港 東京アドベンチャー空港 アドベンチャーアイランド大島空港 東京アドベンチャー大島空港 大島 夢ろまん空港
夢アイランド空港 伊豆夢の島空港 ゆめ空港大島 大島・ゆめ空港 伊豆大島夢橋空港 夢島空港 大島夢の浮き島空港
大島のびのび空港 美しの島空港 麗しの島空港 美しの島大島空港 麗しの島大島空港 大島つややか空港 大島ほっと空港
伊豆大島エンジョイ空港 Happyおおしま アーバンアイランド空港 大島・しあわせ空港 しあわせ・大島空港 しあわせ空港大 美しの大島空港
大島あったか空港 大島・ほほえみ空港 大島・ほっと空港 大島ディスカバリー空港 スキップ＆エンジョイ空港 伊豆大島ファンタジア空港 伊豆ロマンチックAirport
伊豆ロマンチックエアーポート 伊豆ロマンチック空港 大島みらい空港 会いLOVE大島 ハピネス LOVE is 大島空港 大島 NICO×2 空港
大島ニコニコ空港 伊豆大島イケイケ空港 おおきな　ワクワク　アイランド ハピネス空港 大島つやめき空港 東京さすらい大島空港 アーバンド空港
東京アーバンド空港 大島ほっこり空港 大島モリモリ空港 ハッピーフライングエアポート 伊豆ハッピーエアポート 楽しさまんさい大島空港 大島 ロマンスポート
大島　きぼう　空港 大島　みらい　空港 大島心のリセット空港 東京やすらぎ空港 Healing Islandエアポート TOKYO POWER ISLAND ダイナミック大島空港
大島smile空港 爽快空港 希望のアイランド空港 大島is enjoying 空港 笑顔あふれる大島空港 ビッグ愛ランド空港 大島ビッグ愛ランド空港
ビッグ愛ランド ビッグ愛ランド大島空港 BIGり愛ランド 伊豆ビッグ愛ランド空港 伊豆大島愛らんど空港 伊豆大島♡愛らんど空港 愛ランド大島空港
東京愛ランド大島空港 愛ランド空港　 愛らんど大島空港 ジュラシック愛らんど 大島愛ランド空港 東京愛ランド伊豆大島空港 大ちゃん愛ランド空港
伊豆大島愛ランド空港 Ｂ‘s愛ランド 伊豆大島東京愛ランド空港 大島 愛らんど空港 愛らんど空港 大島愛らんど空港 ブルーウェイブ愛らんど空港
シティ愛らんど空港 東京愛らんど空港 愛ランド空港 愛らんど Tokyo大島愛らんど空港 大きな愛ランド空港 セブン愛ランド 大島空港
東京愛ランド空港 GODZ愛らんど空港 大島空港愛らんどエアポート Oh！ビッグランド　おおしま　空港 ビックアイランドエアポート ビッグ・アイランド ビッグ！アイランド 大島空港
大島空港　～BigLoveland～ ビックアイランド伊豆大島空港 ビックアイランド空港 メガアイル空港 BigPlate 伊豆ビッグアイランド空港 ビッグあい
Big　Island空港 ビッグアイランド空港 ビッグアイランド・エアポート 東京ビックアイランド THE BIG ISLAND 空港✈ ビッグアイ GRANDBASE
ビッグアイランド 東京ビッグアイランド空港 ビッグ伊豆ランド空港 伊豆ビック・アイランド空港 大島ビッグアイランドエアポート ビックアイランド ビッグアイランドエアーポート
Big i Air port ビッグ　愛 Ｂig　Ｉ　 ビッグ　アイ Big island airport Bigis BigiZU
Big　Island　Airport Tokyo Big island 空港 大島BIG ISLAND 空港 BIG I Airport Camellla Big Island Air Port 大島ビッグアイランド空港 伊豆 BIG ISLAND 空港
Big island Big あいland Big zebra Big stripe ビッグランド びっぐランド空港 伊豆大島 びっぐランド空港
大島BigIsland空港 エアポートTOKYOBIGISLAND ビッグアイランド大島空港 大島ビッグアイランド 伊豆大島ビッグアイランド 東京ビックアイランド空港 イズビッグアイランド
いずビッグアイランド空港 Tokyo Big Island空港 大島ﾋﾞｯｸｱｲﾗﾝﾄﾞ空港 Grande isola ジャパニーズビッグアイランド空港 和製ビッグアイランド空港 THE TOKYO BIG ISLAND
東京ビッグあいらんど空港 ビッグアイランドエアポート 伊豆大島ビッグアイランド空港 大島グレートアイランド空港 ビッグランドポート　大島 Italian Beans Big Island 空港（IBBI空港） 大島is big 空港
BiGアイランド空港 小さな島だがネームはBig大島空港 TOKYO OH!SHIMA空港 OhoZora Oh!島空港 オ～島 アイランド空港 おお島だよ空港
Nice oh shima 空港 Oh Island Oh! Island ＯＨ！ＳＨＩＭＡ空港 ＯＨ！島空港 伊豆おーっ島 伊豆WOW島空港
伊豆Oooh島空港 OH!SHIMA空港 大島０４０空港 はぶの空みなと 幸おおしま空港 はぶ空港 はぶみなと大島空港
ハブ空港 アイランズハブポート HUB空港 ハブちゃん あいうえ大島空港 大島ゴジラ空港 ゴジラ空港
ゴジラのたまご エアポート・ゴジラ 大島GODZILLA空港 ｺﾞｼﾞﾗ空港 東京ゴジラ空港 tokyo goiiia空港 おおしま・ゴジラ空港
伊豆・ゴジラ空港 ゴジラエアポート 伊豆大島ゴジラ空港 Godla大島 大島ガメラ空港 ゴジラ大島空港 ゴジラの里
大島モスラ空港 大島 ゴジラ空港 翔んで大島空港 大島きっとくる空港 Kittokuru空港 大島貞子空港 大島ビビオペ空港
大島ビビット空港 ビビッドパンチ空港 一色あかね空港 ビビッドレッド・オペレーション空港 伊豆おおしま空港 大島ジェット空港 Blue Island空港
ライリン 伊豆大島空港 伊豆大島ＴＯＫＹＯ空港 セブンアイランドエアポート さんじゅうまる空港 紅と碧の国空港 ちょうどいい空港
大島エメラルド空港 東京島空港 大島ニアカントリー空港 大島サイドカントリー空港 愛ある大島 あいある大島 あいあ～る大島
大島ランバ・ラル空港 THIS IZU OSHIMA! One More OSHIMA! おかわり、大島！ おかわり！大島！ イズランド空港 伊豆ランド空港
いずランド空港 東京伊豆空港 東南大島空港 大島べっこう空港 Tokyo蒼と碧空港 エメラルド愛ラン島 まるだい
いざ！大島！ いーぞ！大島！ いざ大島！伊豆大島 ブルーアイランド大島空港 大島高気圧空港 好きだよ大島空港 小島じゃないよ。大島空港



ご応募いただいた愛称案一覧（重複除く）
東京アイランド空港 大島　みんなの空港 波浮空港 伊豆大島べっこう空港 東京大島空港 toriton 大島airport トリトン大島空港
シエル　ド　オオシマ 東京大島アイランド空港 とうきょうおおしま空港 大島Clam空港 大島クラム空港 Ｉｔｔｏｋｕ 旅の島東京大島空港
セブンアイランド大島空港 花彩の島空港 伊豆の大島空港 大島空港 アイランド　オブ　メモリー空港 都心の宿 都心の故郷
花彩の島大島空港 島人に一番近い東京空港 tomo-le-y おおしまブルーヘイズ空港 大島タイポート 大島チャーム空港 東京島大島空港
てまりっこ空港 イゾラトウキョウ空港 い～空空港 島しょセントラル空港 大島アイランド空港 アイランド大島空港 伊豆の宮
エストランド 大島東京空港 大小ちゃん空港 えあーぽいんと 東京アイランド 東京島 東京シークレット
シェルアイランド 7空港 伊豆七島一番大きい島空港 いずおおしま空港 大島TOKYO空港 アイランド大島エアポート IZU
東京都大島町空港 Stop The Time オーシーエアポ 大島愛宕山空港 東京都大島空港 SACHIおおしま空港 ＴＩＯ
エアイランポート 大島だよ空港 大ちゃん空港 びっくりひょうたんじまくうこう 小島じゃない大島空港 スモールアイランド 出あいかけはし空港
大島元喜空駅 伊豆大島welcome空港 伊豆大島花便り空港 イズアイランドOshima CAP 伊豆大島エメラルド空港 大島空港 エメラルド
神来空港 伊豆おおしま東京空港 生きてる鼓動を感じる空港 東島空港 みんなの大島空港 みんなで大島空港 すごい大島空港
大島�空港 オオシマ　アイランド　エヤポート ニューオオシマ　アイランドエヤポート 大島竜王空港 オシマール きんぐす　大シマん 伊豆大島 青唐辛子しおから空港
大島駅 新鮮魚介直送空港 離島の故郷空港 東京アイランド・エアポート 東京ベイフロント空港 メトロフロント・エアポート ピスカ・大島空港
エアーフィールド大島 IZU大島空港 東京はなれ屋空港 大島・遊職住空港 大島節空港 島の嫁入り大島空港 ここも首都圏だ空港
何もないけど大島空港 IZO G-ＮＯＭ 大島・余裕充分空港 伊豆しまものがたり空港 おぺら空港 『飛んで大島』空港
古東京空港 大島アイランドエアポート 伊豆花愛空港 大島わーぷ でっけ～しまの空港 大島 F アイランド空港 フロート空港
小島だよ！！ 大島ひいみさま空港 おおくう いとし空港大島 ハレルヤ空港 よーこそ！おーしま！空港 実はあります、大島空港
グレースフル とっぴーくん 「コジマじゃねーよ、大島だよ！」空港 べっこう寿司空港 厚葉木 みんなの大島ツナグ空港 伊豆大島貴夫人空港
花まる空港 exile　airport 南東京空港 まるっTRIP 大島空港 大島羽休め空港 カメポ アイランドエアポート大島
魅愛大島空港 東京・伊豆大島空港 児島さん大島だよ空港 東京都伊豆大島空港 110　アイランド空港 大島・あけぼの空港 大島・あかつき空港
大島しののめ空港 大島Go！Go！空港 TOKYO大島空港 伊豆大島ファッシナンテ空港 E W S N(東西南北)伊豆大島空港 伊豆大島エアポート 東京アイランドエアポート
伊豆七島大島空港 大島ドルニエ空港 花彩空港 ラブ・フィールド大島 リゾット ボンベーノ大島 来てみ！
It’s 大島空港 This is 大島空港 伊豆大島TOKYO空港 TOKYO伊豆大島空港 大島・ブルーライン空港 大島エンゼル空港 MGOAT
大島ひより空港 大島クダッチ空港 大島エポ とうきょう大島空港 なんじゃこりゃ空港 イズミル LAVA 大島
東京国内空港 東京ダイヤモンド空港 大島サファイア空港 東京最寄り島空港 お、いいしま大島空港 あっ島いうまおおしま エビス
いずアイランド空港 大島みなと空港 あんつん 東京大島エアポート Seven Islands airport 大島ブラックサンド空港 アイランド空港
いこう大島空港 大島碧の空港 大島CIMA空港 Tokyoアイランド大島空港 東京大島ターミナル 大島空港/おおしまだよ空港 大島 リビングアイランド空港
I - island 空港 ツシロエアー　大島 東京ユニデザ空港 東京ニアアイランド空港 TOKYO アイランド　空港 東京・島空港 島空港
TOKYO　110　ISLAND　空港 TOKYO 68　MILE　空港 いづしま空港 三峰空港 TOKYO大島エアポート エアポート伊豆大島 エアポート大島アイランド
ボイス空港 おおしま島結び空港 伊豆Ｏ-ｓｈｉｍａ空港 小島じゃ無いよ大島(だよ！)空港（こじまじゃないよおおしま(だよ！)くうこう） アイポート エアポート島TOKYO 離京空港
エアポートRe:TOKYO 大島紅花空港 かざはや大島空港 大島かざはや空港 大島べっこう寿司空港 こころにごはんおおしまくうこう 波治加麻
伊豆大島アイランド空港 一八空港 おおくん 東京ＳＨＩＭＡ空港 伊豆大島 エアランド大島 木春空港
きはる空港 エアパーク大島 エアランド エアパーク O-Is空港 マシオ空港 大島アイランドエアーポート
ブルードアーズ ＳＨＩＭＡ空港 大島あすはれ空港 愛の島空港 都の島空港 東京伊豆大島空港 大島思い出空港
オアシス大島空港 東京のオアシス大島空港 東京の秘境大島空港 映える島大島空港 大島ハート空港 おおきいしま空港 べっこう
パレット おおしま110空港 TOKYOおおしま空港 大島公園空港 大島盆踊り空港 おーちゃん空港 TOKYO アイランド　エアポート
波浮大島空港 大島グランブルー空港 梅の種空港 東京解放区 伊豆大島ロトス空港 ペレ空港 Tokyo おおしまえあぽ
おひるね空港 伊豆大島インターアイランド空港 花の大島空港 おおしま 空港 大島あいらんど空港 伊豆日忌様空港 伊豆113空港
アイランド伊豆空港 Oshima Encuentro Plaza 大島VISIT空港 大島HOMETOWN空港 ノースマウンテン しまエアー 伊豆大島　東京の島空港
ココモ東京sa大島空港 大島四喜楽空港 東京dayone大島空港 大島ふるさと空港 大島ウイニング空港 児嶋だよ！いや大島だよ！空港 大島エアコネクト
東京大島町空港 大島は東京から近いとは知っているが船ではやはり遠く感じるので飛行機を使う！！！空港 元町商空港 また来て空港 大島遊び島空港 MADE IN 大島空港 エスカレーター空港
大島共和国 国際空港 しまシマ空港 Light blue Airport 北の山空港 コジマ大島空港 トーキョーアイランド トーキョーヘブン
伊豆フライングエアポート 大島アイランダー空港 青く澄んだ大島空港 大島つうかあ空港 東京まんきつ大島空港 大島たいかい空港 れっつごおーしま
あまてぃーおおしま GGSS空港 大島泉津空港 みんなの島ん家空港 大島　豊か島空港 大島　コネクト空港 つなぐ大島空港
大島　フィール空港 大島空港　つなぐ 島旅しよう大島空港 大島おいでよ空港 東京行こオーっ島 サイズジャッジ空港 島都空港



ご応募いただいた愛称案一覧（重複除く）
大島  15000年空港 おおしま  一万五千年空港 東京アイランド大島空港 伊豆七島おおしま空港 調島空港 T.T.T おーちゃん
オッケー つば きたろう 伊豆大島しまめぐり空港 伊豆大島しましま空港 伊豆大島東京空港 大島真珠空港 大島アクティビティ空港
大島セブンアイランド空港 しまなみ空港 大島心のふるさと空港 大島皆無空港 べっこう空港 大島牛乳煎餅空港 IA空港
東京島 空港 東京の郷大島空港 大島ジュラシック空港 ましお空港 みやこの島空港 大島東京アイランド空港 大島におこしやす大島空港
大島におこし空港 NIZiSLAND おおしま  １万５千年空港 おおしま  15000年空港 伊豆のめぐみ大島空港 大島プロペラ空港 伊豆大島アイランドエアポート
東京大島アイランドエアポート 東京アイランドエアポーツ大島 大島都の島空港 大漁空港 防災空港 Masio空港 ナビア空港
大島  １万５千年空港 大島AIR STATION NIJICO 伊豆の島空港 エアポート１５００ tokyo大島island空港 大きな島空港 大島ジョイーズ空港
あさっち大島空港 エアポート乳ヶ崎 FLOAT WAVE空港 大島マイランド空港 アフミッチ 行こおーっとう 奄美じゃないほう空港
Ao イゾラ東京大島 イゾラ東京おおしま イル東京おおしま 大島アイランズ空港 あいらんどドルニエ空港 伊豆アイランド空港
appease空港 大島穴場いっぱい空港 大島キャプテンサンタ空港 大島ブルーヘイズ空港 ジャンボワールド大島空港 飛行機行く行く大島空港 伊豆大島あいらんど空港
小島空港 GIOポート GIOポート大島 セブンアイランド空港 おおきな大島空港 大島愛し島空港 大島だよっっ空港
TOKYO ISLE カメゴジエアポ 大島公園 空港 しまポート 島味空港 blue-grren空港 ポート君
GBA大島空港 皆に愛される空港 かあちゃんただいま みんなの家 たいやきさん空港 伊豆空/大島空港 ポツンとエアポート
ネオ大島空港 超大島空港 かなり大島空港 あなたの心癒し大島空港 東伊豆空港 まるでジブリ空港 裏空港
伊島空港 大豆空港 豊かな伊豆空港 小島じゃないよ大島空港 ブルーシー大島空港 旅行へぜひどうぞ大島空港 大島波浮港空港
大島氏がなき空港 IZU空港 大島ギリ東京空港 エアオオシマ 児島さーん、いや大島だよ空港 愛と平和へのルート大島空港 大島エアポートターミナル
大島牛乳空港 幸あれ大島 みんな大好き大島空港 じいじばあば空港 リトルエアーポートオオシマ オオシマリトルエアーポート セブンアイランドエアーポート


