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テクニカルサポート

暑気日ごとに増し、本格的な夏が到来いたしますが、お客様におかれましては
ますますご活躍のこととお喜び申し上げます。
このたび、4月29日にノルウェーで発生したH225の事故により、お客様及び
多くの方々に多大なるご迷惑をお掛けしていますことを、ここに深くお詫び申し
上げます。エアバス・ヘリコプターズは、関係当局と密接に協力し、引き続き事故
原因の究明に努めますとともに、運航再開のために最善を尽くしてまいります。
さて、6 月6 日に開催いたしました「H135テクニカルセミナー」に多くのお客
様にご参加いただき、心より御礼を申し上げます。皆様と活発な議論をさせてい
ただき、今後もお客様より頂いたご意見ご要望を元に、さらに充実したセミナー
開催に努める所存です。
今号では、EC135型フル・フライト・シミュレーター（FFS）訓練体験をご案
内しております。まだ試乗されていないお客様におかれましては、この機会に是
非お申込みください。また、お客様の機体が活躍している写真を是非ご提供い
ただきたく、お願いいたします。お客様の機体とミッションをエアバス・ヘリコ
プターズのウェブサイト、カタログ、カレンダー等を通じて国内外に紹介させて
いただきたく、皆さまよりご協力いただけましたら幸いです。

お客様のご要望と信頼にさらにお応えしてまいります。
変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン株式会社
営業本部長　ギヨム・ルプランス

親愛なるお客様各位

1



2016 Issue 7  Jul/Aug/Sep

特　集
F E A T U R E

2

H135テクニカルセミナーを開催
6月6日、エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは神戸空港事業所にて「H135テクニ
カルセミナー」を開催しました。
全国から約40名のお客様にご参加いただき、H135技術アップデートの他、H135の
最新型EC135P3/T3型の紹介、HCare、弊社が取り組んでいる顧客満足度向上プロ
ジェクトの進捗報告、また、新しい技術問い合わせツール「WebTEK」の紹介、トレーニ
ングセンター見学やKeycopter/O.R.I.O.N.のデモンストレーションを実施しました。
本社担当者との情報交換、H135を運航されるお客様同士の情報・意見交換の場と
してもご好評いただきました。

 

来年度は、民間のお客様向けと官公庁のお客様向けに特化したプログラムを含め多機種にわたるセミナーを開催予定です。

SB EC135-31-081、SB EC135-80-002 特別価格のご案内
■ SB EC135-31-081 INDICATING AND RECORDING SYSTEMS – Switch Unit 20VE
■ SB EC135-80-002　ENGINE STARTING SYSTEM – Warning Unit 13VE

SB EC135-31-081は信頼性が向上したエンジンコントロールスイッチ（20VE）への交換を提案
するSBです。さらに、SB  EC135-80-002＊を実施により、“Single Engine Take Off”（SETO）状
態が検知された時に、警報音が作動すると共に“CHECK ENG”がフラッシング（1秒間に4回）す
るようになります。 ＊ターボメカ社エンジンの場合、DECU-TU120 の実施が条件となります。

日本での対象機種：EC135 S/N 0217 – S/N 1224　（正式にはSBをご参照ください）
● Switch Unit 20 VE（P/N L311A1075108）：￥3,473,970（税別）
 （標準販売価格￥4,525,680（税別）より約23%値引）　工数：Electrician約3時間
● Retrofit of Warning function required for SETO：￥497,000（税別）
 （標準販売価格￥622,160（税別）より約20%値引）　工数：Mechanic約3時間、Electrician約15時間

上記の特別価格は2016年12月末日までにご注文いただいた場合に適用します。部品納期及び詳細は、弊社カスタマーサポート部担当者
へお問い合わせください。
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AS365N2/N3のメジャーインスペクションが7200FH//12Yに延長することが可能です。
詳細はMSM 内Major inspection（C or G）の項をご参照ください。
延長プログラムに関するご質問・ご要望は、弊社技術部技術課 永峰（078-306-4569）へ
お問い合わせください。

■SB AS350-23.00.06 COMMUNICATION – VHF antenna tightness

SB AS350-23.00.06はVHFアンテナとそのサポートのシーリング改善を提案するSBです。
実施によりキャビン内の雨漏りに関する不具合が改善されます。
必要部品： SCREW 100COUNTERSUNK HEAD（P/N 22256BC050020L） 3EA

 JOINT D'ANTENNE V/UHF （P/N 350A65-7274-20）1EA

概算工数： 標準形態であればAirframe Technician約2時間
部品納期及び詳細は、弊社カスタマーサポート部担当者へお問い合わせください。

SB AS350-23.00.06のご紹介

AS365N2/N3 メジャー点検延長プログラムのご紹介
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顧客満足度（CS）向上に向けた取り組み
CS向上に向けた取り組みを開始してまもなく1年が経過します。このたび、新たに訓練分野を加え、引き続き全社を挙げてCS向上へ
の取り組みを実施してまいります。

■弊社施設にてお客様に快適に過ごしていただくために
6月3日、神戸空港事業所エントランスにお客様エリアを設置

しました。ご休憩の場所として、また、打ち合わせ、エアバス・ヘリ
コプターズの製品やサービスに関する情報を得る場所として、
ご活用ください。

■お客様により良い提案・サービスをご提供するために
カスタマーサポートマネジメント（CSM）体制を導入しました。

CSM体制とは、サポート&サービス窓口であるカスタマーサポー
トマネージャーが、部品・整備・修理・オーバーホール・改造・技術支
援・技術図書・訓練等の各専門窓口への問い合わせ内容を取りま
とめて管理、さらには営業関連の対応及び統括をするセールスマ
ネージャーと連携し、お客様のご要望にお応えしていく体制です。

■お客様の機体稼働率を向上させるために
お客様のニーズに合わせたHCareサービスのマテリアルマ

ネジメントを紹介しています。稼働率の向上、予算管理、運用改
善のために、お客様に最適なプログラムをご提案いたします。

■お客様の整備費用を削減するために
特別価格にてSB実施のご提案をしています。詳細は次ペー

ジをご参照ください。

■ お客様の緊急事態に対応するために
昨年7月に開始した時間外対応サービスについて、これまでお

客様から頂いた声と、運用上の改善点をまとめ、常にサービスの
向上に取り組んでいます。

■お客様にとってより身近な存在となるために
お客様のニーズの把握や、問題解決のために、弊社技術部技術
課の担当者がお客様を訪問しています。訪問時に頂いたご要望
や確認事項は、訪問レポートにより営業担当者、カスタマーサポー
ト担当者への共有を徹底し、必要な対応体制を構築しています。

上記の取り組みに関する詳細は、営業企画部　顧客満足度向上プロジェクト事務局：小野寺（03-5414-3408）へお問い合わせください。

にてお客様に快適に過ごしていた

1.お客様との関係

緊急事態に対応するために

3.AOGサービス

お客様にとってより身近な存在となるために

上に取り組んでいます。

4.技術支援・テクニカルサポート

■技術図書をよりわかりやすく使いやすくするために
Keycopter/O.R.I.O.N.の操作に関するオンラインビデオ会議

を設定し、機能の説明や、Q&Aセッションを予定しています。詳細
は6ページをご参照ください。また、お客様を訪問し、O.R.I.O.N.
のデモンストレーションを実施しています。

りわかりやすく使いやす

5.技術図書

■訓練施設にてお客様に快適に過ごしていただくために
訓練アンケートでのお客様からの声を受け、訓練施設における

お客様の接遇を改善しています。

■お客様により迅速に提案するために
お客様へのご提案や見積回答までの時間を短縮させるため

に、社内プロセスを見直しています。

客様に快適に過ご

6.訓練

体稼働率を向上させるために

2.機体運用改善

お客様エリア

●セールスマネージャー
- 全ての営業関連事項、販売を統括

●カスタマーサポートマネージャー
- 全てのサポートに関するお客様対応窓口
- お客様のご要望をセールスマネージャーと密に連携/共有
- 問題解決のため、各種サポートの専門担当と調整し、早期に
解決案を提示

●各種サポート担当窓口
- 部品・整備・修理・オーバーホール・改造・技術支援・技術図書・
訓練等の各サービスの担当窓口

- これまで通りの日常の各種サポートお問い合わせ先

カスタマーサポートマネジメント（CSM）体制

お客様

各種サポート
担当窓口

部品・整備・修理・
オーバーホール・
改造・技術支援・技
術図書・訓練等

カスタマー
サポート
マネージャー

セールス
マネージャー

お客様のご要望に
お応えするよう連携

営業関連対応
及び統括

その他
日常サポート対応

サポート&
サービス
関連対応

情報
提供

調整
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2014年、神戸空港事業所にEC135型フル・フライト・シミュレーター（FFS）を設置
し、同年7月に国土交通省の認定（Level C）を受けて2年が経ち、これまでに多くのお客
様にFFSの性能や機能を活かした訓練を実施いただきました。現在、国内外のお客様に非
常操作等の訓練で定期的にご利用いただき、これまで実機では困難であったリスクを伴う
訓練を効率よく安全に実施でき、その高い効果をご好評いただいています。
このたび、今後操縦士及び整備士訓練にFFS導入を検討されていて、まだ試乗をされて

いないお客様向けに、「FFS訓練体験」をご案内いたします。実際に提供している学科と実技訓練の導入編となっていますので、この機会
に国内唯一の FFS訓練を是非お試しください。 （体験コース概要は次ページをご覧ください）

「FFS訓練体験」のご案内

2017年から出荷されるH125とH130の計器盤が一新
される予定です。PFD（Primary Flight Display）とMFD

（Multifunctional Display）のデュアルスクリーンからなる
Garmin G500H（フライト＆ナビゲーション表示）、最新の
無線航法システム タッチスクリーンの最新型GPS/NAV/

COM Garmin GTN650（H125用）又はGTN750（H130

用）、VEMD（Vehicle & Engine Multifunction Display）
及びバックアップ計器類が配置され、飛行の管理と安全性が向上します。これらの近代的なアビオニクスは、機体の周辺状況が可視化
され、危険を回避できる統合型飛行ソリューションです。パラメータはより見やすくなり、高解像度で地面、障害物や危険回避の情報を
提供します。

G500HG500H

/　　　 、2017年からコックピット一新

中日本航空JA9965のメジャー点検を実施
5月24日、エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは中日本航空が
保有するAS332L1型JA9965のメジャー点検を実施し、同社に
納入しました。約5ヶ月間に及ぶ作業は必要点検作業に加えて、構
造修理、ダイナミックコンポーネントの海外オーバーホール、神戸
空港事業所内での機体全面再塗装作業等を含んでいます。作業期
間中の技術的問題解決と迅速な部品供給体制は追加作業発生時
の工期への影響を最小限に抑え、製造会社ならではのサービスを
提供しました。

中日本航空はAS332L/L1型を3機運航されており、3機合わせた総飛行時間は
35,000時間に到達しています。送電線建設協力、災害復旧工事、山小屋への物資輸送、
材木搬送出等に活躍する同社の主力機のうちの1機、JA9965のメジャー点検について、
中日本航空の鬼頭取締役より「受領検査時に不具合は発見されず、全塗装も期待通り。約
束の納期を守っていただいた事、また費用面でも満足しています。この先12年間安心して
運航させていただきます」とコメントを頂きました。
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■体験コース概要
体験コース①　操縦士非常操作（非常操作及び悪天候回避）
対象： 原則としてEC135型又はBK117C2型を運航されるお客様

■申込方法
体 験 期 間： 2017年 3月末日まで
お申込条件： 上記3コースの合計先着順で10団体様限定といたします。

1団体様につき1回、これまで訓練または試乗をされていないコースに限り、お申し込みいただけます。
お問合わせ： 希望体験コースと日時を弊社官庁 /民間営業担当者までご連絡ください。

体験コース②　操縦士計器飛行等（計器飛行及びテールローター故障訓練）
対象： EC135型、BK117C2型及び多機種・他型式を運航されるお客様

JHSTと共にAviation Safetyの活動を推進
2008年 8月、「International Helicopter Safety Team（以下 IHST）」の日本支部として、日本ヘリコプター協会のなかに設立された

「Japan Helicopter Safety Team（以下 JHST）」は、ヘリコプターの Zero Accidentsを目指して Aviation Safetyの活動を推進して
きました。
エアバス・ヘリコプターズは IHSTの主要機関として、安全に関する取り組みを世界各国で主導・推進しており、このたび、エアバス・
ヘリコプターズ・ジャパンとしても日本の JHST の活動へ正式に参画することになりました。各種団体からの幅広い協力により、業界

全体として取り組む体制を強化すべく、JHSTの活動を推進中
です。
今年5月、エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは、IHST・

JHSTのメンバーと共に、国土交通省航空局や JAXA等の関
連機関を訪問し、日本でのAviation Safetyの活動推進につ
いて協力要請を行いました。
写真：左から、Leo Jeoh氏（IHST Asia-Pacific/ AH SA）、

福田氏（運輸安全委員会）、長谷川氏（運輸安全委員会）、Paul 

Teboul 氏（IHST Mexico /AH）、鷲田氏（JHST/ 朝日航洋）、
上野氏（JCAB）、田中氏（JCAB）、竹内（JHST/AH Japan）

JHST及び上記安全に関する取り組みの詳細は、弊社技術部耐空性管理室：久泉（078-306-4619）へお問い合わせください。

訓練の種類 所要時間 訓練内容

模擬学科訓練 30分間 
シミュレーター運用時の注意事項

  システムの解説と故障時の対処法
FFS訓練の体験 45分間 故障状況の展示と天候の悪化を体験

訓練の種類 所要時間 訓練内容

模擬学科訓練 30分間 シミュレーター運用時の注意事項
  計器飛行の基礎座学と計器指示の説明
FFS訓練の体験 45分間 Auto Pilot及びFMSを活用した計器飛行訓練

体験コース③　整備士・検査員（地上試運転及びデータ取り要領）
対象： 原則としてEC135型又はBK117C2型を運航されるお客様

訓練の種類 所要時間 訓練内容
模擬学科訓練 30分間 計器指示の説明及びスイッチ操作の説明
FFS 訓練の体験 30分間 地上試運転、データ取り要領の展示
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Keycopterや O.R.I.O.N.の登録・使用の説明に際して、これまでの電話やメールでのサポートに加え、オンラインにてビデオ会
議や音声会議を双方で行えるツール、WebExの活用を開始します。

H135/EC135 P3 型式証明取得

Keycopter/O.R.I.O.N.のオンラインサポートを開始

2016年4月28日、EC135系列型に「EC135 P3（CPDS）＊1」が追加され、
日本の国土交通省航空局より型式証明を取得しました。また、以下の装備品が
今回新たに承認されました。

■ FCDS（3-SCREEN VERSION）：

8×6インチの大型ディスプレイSMD68を搭載し、FCDSのスクリーンとし
て、PFD/ ND mode （default display）やMap等の表示が可能＊2です。

■GARMIN GTN 750：

従来のGNS 430に代わる新たなナビゲーションシステムとしてGARMIN 

GTN 750を搭載し、VFRおよび IFRオペレーションに利用が可能＊3です。ユー
ザーインターフェースには、カラー地図を表示可能なタッチスクリーンを採用。
【機能】

VHF-AM Comトランシーバー、VOR/LOC/GS ナビゲーション、GPSレシー
バー及び、ATCトランスポンダーコントローラー、HTAWS（Helicopter Terrain 

Awareness and Warning System）＊4

＊1 新技術／新性能については弊社官庁 /民間営業部担当者へお問い合わせください
＊2 追加飛行規程Sup 9.2-60にて適用可能、一部機能はVideo Radar Unit (VRU)が必要 )
＊3 追加飛行規程Sup 9.2-111, 112, 116にて適用可能
＊4 オプション機能、追加飛行規程Sup 9.2-102にて適用可能

■オンラインサポートへの申込方法
● Keycopter/O.R.I.O.N.に関するWebEx会議をご希
望されるお客様は、技術部技術課 真鍋
（078-306-4495）へご連絡ください。
●お申込みいただいたお客様にWebEx会議開催予定
をお送りします。

■特徴
● 参加費用は無料です。
● 画面・ドキュメントの共有閲覧が可能です。
● 1つのMeetingに最大8アカウントが同時に参加可能です。会議室等で共用画面の利用により、複数人での参加も可能です。また、異なる
地域からも複数同時参加が可能です。

● パソコン（Windows/Mac）のみならず、タブレットやスマートフォンでのご利用も可能ですが、画面サイズの関係でパソコンもしくは
タブレットでのご利用を推奨します。

※お客様のパソコン環境やセキュリティ環境によりご利用いただけない場合があります。
※スマートデバイス利用は、無償アプリケーションのダウンロードが必要となる場合があります。

Slip indicator

Brightness and contrast 
control module

SMD 68

FLIR 3／4 Screen MAP（full screen） PFD/MAP PFD/WXR
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お客様により高次の安全と効率をお届けするために、フライトテスト用計測装置、Flight 

Test Instrumentation（FTI）suiteを導入しました。これは精密な計測センサー、記録装
置、電源装置をパレット上に搭載したもので、飛行中、また地上で振動、温度を高精度で計
測、記録するように設計製造された装置です。計測値をリアルタイムで表示する機能も備え
ています。これまでは不可能であった定量的な計測能力を持つことで、エアバス・ヘリコプ
ターズ・ジャパンではより最適化された、長寿命の搭載機器の設計製作が可能になります。

iPadによるeTechPubの閲覧が可能に

フライトテスト用計測器を導入

■Farnborough International Airshow （イギリス）
日程：2016年 7月11日～ 7月17日　　　場所：ファンボロー空港　　　URL：http://www.farnborough.com/
エアバス・グループ 出展エリア：OE13、OE25

お客様が所有・運航する機体写真を募集します。詳細は、下記担当者までお問い合わせください。
● 使用目的：エアバス・ヘリコプターズの会社案内、カタログ、ウェブサイト、カレンダー等
● 応募条件：応募者又は応募組織が保有・運航する機体写真で、使用目的の内容に承諾いただけること
● 応募締切：2016年8月末日まで
● 写真送付方法： CD-R等に記録したものを担当者まで郵送ください
● 担当者：エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン株式会社　営業企画部 中澤

〒106-6119 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー19階
E-mail：information.ahj@airbus.com
Tel：03-5414-3408 / Fax：03-5414-3328

● 備　考：高画質の画像データをお送りください。
お送りいただいた写真は返却いたしかねます。

エアバス・ヘリコプターズ参加・出展予定イベント

お客様の機体写真を大募集

専用のアプリケーションを使用して、iPadからeTechPubの有償PDFマニュアルの閲覧が可能になりました。
（O.R.I.O.N. を閲覧するものではありません。）アプリケーションはApple Storeを通じて、無料で入手できます。
詳細は Information Notice 2886-I-00（2016-03-22, Rev.0）をご参照ください。

■マニュアルの閲覧方法
アプリケーションを起動し、Keycopter Account ID/Passwordを入力すると、eTechPubの有償

PDF （Maintenance Package 及び /又はOperation Package）のご契約内容に応じたマニュア
ルが表示されます。また、ご契約のないお客様も無償で提供されている範囲のPDFマニュアル
が表示され、オンラインで閲覧することができます。さらに、各マニュアルは、ダウンロードするこ
とでオフラインでの閲覧も可能になります。

■アプリケーションの使用方法
アプリケーションをインストールすると、“Collection”の“eTechPub”に使用方法
が記載された“Training Manual”が表示されます。
（問い合わせ先：技術部技術課 眞鍋078-306-4495）

お届けするために、フライトテスト用計
導入しました。これは精密な計測セ
もので、飛行中、また地上で振動、温
置です。計測値をリアルタイムで表示
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