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日増しに秋の深まりを感じる季節となりましたが、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。
本年 4月29日にノルウェーで発生したH225の事故から5ヶ月以上が経過し、エアバ
ス・ヘリコプターズはSafety Information Notice No.3090-S-00を発行いたしまし
た。また、欧州航空安全局（European Aviation Safety Agency : EASA）は、耐空性
改善命令（Airworthiness Directive）AD No.2016-0199の発行により、予防整備を
実施することでこれまでの飛行制限を解除し、国土交通省航空局は、これに基づき耐空
性改善通報 TCD-8749A-2016を発行いたしました。エアバス・ヘリコプターズは引き続
きお客様と密接に連携し、1日も早い当該機全ての運航再開のために最善を尽くしてま
いります。
さて、10月12日から15日まで東京ビッグサイトで2016年国際航空宇宙展が開催され
ています。私どもはエアバス・グループのブースにおいて、弊社の製品とサービスを紹介さ
せていただきます。現在製品化に向けて試験飛行を続けておりますH160をアジアで初公
開いたしますので、JA2016にお越しの際は是非エアバス・グループブース、西ホール /
W2-071にお立ち寄りください。皆様とお会いできることを心よりお待ち申し上げております。
今号では、JA2016の特集の他、来年度のマニュアル更新サービスについての変更点、

AS365向けシートカバーやEC135FFSを使用した整備士向け
訓練をご案内させていただきます。

お客様の安全運航のためにより一層尽力してまいります。
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
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Helionixはヘリコプターメーカーがヘリコプターのために開発したアビ
オニクスです。飛行制御からエンジン・機体管理、警報システム、オートパ
イロット、更にはメンテナンスまでを総合的に管理するシステムで、この管
理システムはソフトウェアの更新で新たな機能に対応します。H145と
H175に既に搭載されており、今後はH135、そして次世代機H160に搭
載されます。同じアビオニクスを搭載することで、操縦士への負担を軽減
でき、訓練費用を抑えることができます。現代アビオニクスの最先端をい
くHelionixを訓練装置を使ってご紹介します。

Helionix

10月12日から15日まで、第14回目を迎える2016年国際航空宇宙展が東京ビッグサイトで開催されています。過去最多の35ヶ国・
地域から700社・団体の出展が予定されています。期間中の来場者数は4万人を見込んでおり、名実共に国内最大の航空宇宙展となって
います。
エアバス・ヘリコプターズはエアバス、エアバス・ディフェンス・アンド・スペース、エアバス・グループ・イノベーションとデジタルトランス
フォーメーション部門と共同で、エアバス・グループのブース、西ホール /W2-071において製品とサービスを出展します。

H160は、エアバス・ヘリコプターズの技術の粋を集めた次世代型ヘリコプターです。成熟した状態での製品化に向けて、現在、順調
に試験飛行を継続実施しています。このたび、国内ではもちろん、アジア初公開となるH160の実物大モックアップを展示します。

〈H160主な特長〉
● フルコンポジット製ボディ ： 軽さと強度を同時に実現
● Blue Edge®ブレード  ： 機体性能を向上させ、騒音レベルを大幅減
    優れた安定飛行によるキャビン内の快適性向上
    環境に優しい低騒音
● 新型Fenestron®  ： 傾斜をつけ、更に高性能になった新型テールローター
● 電気式ランディングギア ： 高速飛行時の抵抗を軽減し、整備の簡素化を実現
● バイプレーンスタビライザー ： 特に低速、ホバリング時の安定性向上
● 新世代型ターボシャフトエンジン ： 革新的な性能、燃費向上、排気物質を低減し環境に配慮

〈H160開発経緯〉
2015年 3月 Heli-Expoにて5.5～ 6.0tクラスの最新鋭中型双発機

H160を発表
2015年 6月 プロトタイプ1号機初飛行
2015年 10月 速度175 kts、高度10,000 ft達成
2016年 1月 ターボメカ社製Arranoエンジン搭載のプロトタイプ
  2号機初飛行
2016年 5月 Falcon AviationがVIP仕様の購入同意書に署名
2016年 7月 航空力学的仕様を決定
2017年～  プロトタイプ3号機を導入予定　

2016年国際航空宇宙展（JA2016）
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世界で800機以上が活躍する「ドーファン」のネーミングで親しまれてい
るAS365シリーズのAS365N3+のスケールモデルを展示します。
米国沿岸警備隊は1985年から主力機として軍用機バージョン100機を運
用しています。2015年に、全機の運航を2035年まで継続するため、運用中
の機体をアップグレードする方針を固めました。また、メキシコ海軍は、2014

年に10機のAS565MBe（AS365N3+の軍用機バージョン最新型）を発注
し、2016年9月29日に初号機が納入されました。今年末までに3機、2018

年までに残り6機が納入される予定です。

韓国では、ドーファンファミリーのH155をベースにした小型民間機
（2020年運用開始予定）及び小型攻撃ヘリ（2022年運航開始予定）を韓
国航空宇宙産業（Korea Aerospace Industries：KAI）と共同で開発する
と発表（2015年3月）するなど、ドーファンファミリーの活躍は続きます。
国内では、消防・防災、警察、報道市場への豊富な導入実績を誇り、高
い飛行性能と稼働率に加え低い運航・整備コストで最適なソリューション
を提供しています。現在54機のドーファンファミリーが活躍しています。

マテリアルマネジメント、機体整備・アップグレード、技術支援、訓練・運航支援、デジタルアプリケーションの 5つから成るエアバス・
ヘリコプターズの包括的HCareサービスは、メーカーならではのサポート・サービスを確実にお客様の元へお届けすることを約束します。
HCareはお客様の運航が最高水準の安全のもと成功裏に遂行されるようにサポートします。
部品供給に重点を置いたのがマテリアルマネジメントです。突発的な不具合による支出リスクを分散させ、部品を安定的に供給すること
で機体の稼働率を向上させます。お客様のフリートやミッション内容に応じたソリューションをご提案させていただきます。2016年国際航
空宇宙展ではHCareコーナーを設置し、エアバス・ヘリコプターズ本社及び弊社官庁／民間営業部担当者が詳細のご紹介をいたします。

訓練・運航支援
型式限定からフル･フライト･シミュレー
ター（FFS）に至るまでの安全基準を設
定。トレーニングセンターを世界26ヵ所
に拡充し、全世界のフリートをサポート。

技術支援
製造会社ならではの専門技術を、いつ
でも、どこでも。150人以上の技術担
当者を世界各国に派遣し、シンガポー
ル、ヨーロッパ及び米国各地にある
3ヵ所のテクニカル・サポート・ハブで
は、24時間365日問い合わせに対応。

機体整備・アップグレード
機体を最大限に活用いただくために、必要な点検、
追加型式設計承認（STC）、幅広い改造／カスタマイ
ズソリューションを提供。STCカタログの詳細は、
upgrades.airbushelicopters.comをご覧下さい。

マテリアルマネジメント
全てのスペアパーツとコンポー
ネント保守に及ぶ包括的な提
案は、お客様の運用ニーズに
合ったテーラーメイド。

デジタルアプリケーション
最善の機体管理方法。対話型ツールに
より、整備管理が容易化、運航計画を
改善、より効率的なデータ管理が可能。
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9月13日から9月28日の期間、川崎重工業株式会社と共同でデモツアーを実施しまし
た。東京、名古屋、長崎、佐賀、神戸において、100名を超えるお客様にシリーズ最新型の
H145 // BK117 D-2に体験搭乗いただきました。従来型との外見の違いだけでなく、強化
された安全性、低騒音、最新鋭の装備への高い評価と日本国内市場における今後の活躍へ
の期待に関する感想が多く寄せられました。また、10月12日、国際航空宇宙展にて、川崎
重工業株式会社よりBK117シリーズ最新型H145 // BK117 D-2の国内における販売活動開始のイベントが盛大に行われました。
このたび、同社の販売代理店として、エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンが指名され、今後は川崎重工業株式会社と共にH145 // 

BK117 D-2の販売活動およびサポート提供を行ってまいります。

H145//BK117 D-2デモツアーを実施

エキュレイユファミリーのダイナミックコンポーネントの修理・オーバーホール価格表を
作成いたしました。作業はエアバス・ヘリコプターズ・カナダで実施し、価格はコストの見
直しにより一部の部品を除き平均で昨年比 8%減となっております。詳細は、カスタマーサ
ポート部担当者へお問い合わせください。

新価格表のご案内
（エキュレイユ向けダイナミックコンポーネント）

エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンが、2015年6月より全社を挙げて実施しているCS

向上のための取り組みは、9月末までに60%が完了しました。
この取り組みは、2015年に実施した顧客満足度調査の結果を受け、お客様よりご意見を
いただいている、当社の課題に関する29の改善策から成るものです。この改善策のうち、現
在17の改善策が完了し、残りは2016年末までに完了予定です。実施完了した改善策は、既
に現行の業務プロセスに組み込まれ、引き続きサービスの改善と向上に努めてまいります。
これまでの取り組みの成果を評価していただくため、2017年初頭に顧客満足度調査を実
施します。引き続き、お客様のご意見をお聞かせいただきたく、ご協力をお願いいたします。
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）まで
お問い合わせください。

お客様の満足度（CS）向上に向けた取り組み

2017年4月～ 2018年3月分のマニュアル更新サービスの申込受付を2017年1月より開始します。

〈今回の申し込みにおける変更点〉
① 現行の1年契約に加え、3年契約が可能になります。3年契約では、契約期間中の価格上昇がなく、1年ごとにご契約頂く場合よりも安
価となります。

② マニュアルのオンライン化に伴い、今回の契約更新から以下のマニュアルが有償になります。
● Master Minimum Equipment List （MMEL）の紙媒体（T.I.P.I.より無償でダウンロード可能）
●メンテナンスパッケージのカスタマイズドマニュアルのPDF版（O.R.I.O.N.オンラインにて無償で閲覧可能）
尚、マニュアルは、紙媒体以外に、「PDF版」、「O.R.I.O.N.オンライン (無償 )」、「O.R.I.O.N. USB」にてご利用いただけますので更新
時にご検討ください。紙媒体よりも低価格であり、差し替え作業が不要で常に最新のマニュアルが確認可能です。O.R.I.O.N. USB及び
PDF版は、お客様のPCや iPad上でオフラインでも閲覧することができます。

〈お問い合わせ先〉
マニュアルに関するお問い合わせ ：技術部技術課  眞鍋 （078-306-4495）
ご契約に関するお問い合わせ ：カスタマーサポート部担当者 （03-5414-3339）

2017年度分マニュアル更新サービスの申込開始
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■ TIL EC135 045-2015 – EC135 Main Rotor Blade “Rejuvenation” Program

TIL EC135 045-2015はEC135 Main Rotor Bladeのスパーの周りを完全に再構築し、古いブレードを最新の基準に基づいたブレー
ドへ再生させるプログラムです。この再生プログラムを実施したブレードは、新品のブレードとほぼ同等であることが証明されています。
再生プログラムを実施後のブレードの Time since New（TSN）はお預かり時のままとなり、Service Life Limit（SLL）の延長はされ
ません。そのため、12,400時間のSLLを考慮するとTSN 5000時間までのブレードが経済的にも再生プログラム実施に適するブレード
となります。
再生プログラム実施後のブレードのワランティ期間は新品と同様の24ヶ月間／1,000時間のいずれか早く到達した方が適用されます。

（ダンパーは除く）また、部品番号はP/N L621M1010057又はP/N L621M1010059へ変更となります。

〈特別価格のご案内〉
2017年3月末日までにご注文いただいた場合、1本￥5,550,000（税別）、4本同時にご注文いただいた場合、1本 ￥4,710,000（税別）
※参考価格： 2016年度標準販売新品価格（P/N L621M1010057）￥24,047,520（税別）
※工期は約3ヶ月となります。その他詳細は、カスタマーサポート部担当者へお問い合わせください。
※梱包済み運送人渡し条件（FCA-インコタームズ®2010）となります。
※P/N L621M1010057より以前のブレード間で互換性及び混用可能です。詳細はマニュアルをご確認ください。
※ブレードのTime Change Interval 12,400時間は今後On-conditionへ変更される予定です。（Information Notice 3051-I-00）

TIL EC135 045-2015のご紹介

AS365用シートカバー（HEAVY DUTY仕様）の販売を開始しまし
た。 長期使用する機体のシートの汚れ及び傷を防止するため、エアバ
ス・ヘリコプターズ・ジャパンが追加型式設計承認（STC）を取得した
ものです。
〈特徴〉
● JCAB承認済、耐火証明取得済の丈夫な材料
●マジックテープで簡単に装着可能
●長期間の使用でもフィット感を維持
●洗濯機で丸洗い可能
〈特別価格のご案内〉
2016年12月末日までにご注文いただいた場合、一式￥1,790,000（税別）
※一式には、14又は13座席仕様、パイロット・シート2座席分を含みます
※シート形状により再設計が発生する場合、別途修理改造検査、その他の費用が発生することがあります。
詳細は、カスタマーサポート部担当者へお問い合わせください。

ドーファン（AS365）用シートカバーを販売開始

L621M1010060

L621M1010059 L621M1010059

L621M1010057

L621M1010057

L621M1010057

L621M1010057

L621M1010057

L621M1010057

L621M1010059 L621M1010057 L621M1010059

L621M1010059

L621M1010059

L621M1010059

L621M1010059

L621M1010059

L621M1010059

L621M1010059

L621M1010057

L621M1010057

L621M1010057

L621M1010057

L621M1010057

L621M1010057
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Retaining the current
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rejuvenation

MRB-PN before
Rejuvenation

Replace Damper with
PN L621M1003110

（post carrying out SB EC135-
62-031）

MRB-PN post rejuvenation
and Damper exchange

（post carrying out SB EC135-
62-031）
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USA-Canada Keycopter Support

keycopter.Support@eurocopterusa.com

Latin-America Keycopter Support

keycopter.mx@eurocopter.com.mx

Asia-Pacific Keycopter Support

support.keycopter-asia-pacific.ahsa@airbus.com

Europe-Africa Keycopter Support

support.keycopter-europe-africa.ah@airbus.com

EC135 Full Flight Simulatorを使用した整備士訓練

■〈EC135FFS インスペクターコース〉訓練内容　　対象：飛行検査担当者（1名様の場合）

Keycopterのサポート拠点
エアバス・ヘリコプターズは、世界に4つのサポート拠点を設置し、Keycopterに関する
あらゆる問い合わせに24時間英語で対応しています。
日本をカバーするシンガポールにあるサポート拠点ではメールによる日本語対応が可能
となりました。 （日本時間／9：30～18：30）
エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンでは引き続き日本のお客様のために独自のサポー
トを継続してまいります。 従来通り、メール、電話、またWebExを活用したサポートをご
利用いただけます。

航空機給油時のアース不要に
国土交通省は、航空機へ給油を行う際、航空機と給油装置の零電位地点への接地する“アース”作業を省略
できる方針を発表しました。改正後は、航空機と給油装置を電気的に接続する“ボンディング”のみが必要となり
ます。これを考慮し、エアバス・ヘリコプターズでは Information Notice 3065-I-28（2016.09.26, Rev.0）
を発行しました。
詳細は、技術部技術課（03-5414-3467）へお問い合わせください。

EC135FFSは操縦士向けだけでなく、整備士向け訓練にも使用されています。今号では、飛
行検査担当者向けの訓練をご紹介します。
実機使用が必要となる地上または飛行中の機能検査を訓練することが可能です。操作ミスに
よる機材損傷や事故のリスクが全くない、不具合発生時の非常操作を実際に体感出来る、同じ
状況を繰り返し訓練できるなどのメリットがあります。受講生からは、「検査手順に迷いが出た
時、FFSを一時停止させて手順を再確認出来て良かった」、「実際に操縦体験させてもらって、
飛行緒元の設定の難しさが理解出来、今後のテスト飛行の参考になった」などのコメントをいた
だいています。
詳細は、官庁／民間営業部担当者へお問い合わせください。

〈利用方法〉
Keycopter上 : “My profile> My Contacts> My Airbus Helicopters contacts”
●Singapore: support.keycopter-asia-pacific.ahsa@airbus.com （日本時間／9：30～18：30）
●Worldwide Customer Support: customersupport.helicopters@airbus.com/

+800 55 55 97 97（24時間対応）

コース
地上／飛行機能検査＊１ メンテナンス・マニュアルの

地上機能飛行検査要領

オートパイロット
地上／飛行検査

オートパイロット部分の
地上飛行検査

AVT＊2：2時間
FFS：1.5時間／人 
ブリーフィング等：2時間　
AVT＊2：2時間
FFS：1.5時間／人
ブリーフィング等：2時間

訓練内容 標準時間 日数

1

1

＊1：地上 /飛行機能検査コースは、FFS操縦席に2名様が搭乗可能です。
＊2：AVT= EC135 Avionics Trainer 操縦装置付きタッチパネル式の通常・非常操作手順慣熟装置　

FFSによる「エンジン火災」模擬

AVT＊2による試運転訓練　
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IHST TOOLKITのご紹介
エアバス・ヘリコプターズは International Helicopter Safety Team（IHST）の主要機関として、ヘリコプターオペレーションの安全性
を高めるためのツールキットの開発に参画してきました。IHSTのウェブサイトでは、様々なツールキットを無料で提供しています。安全
推進に是非ご活用ください。

IHST Survey

参加・出展予定イベント
■神戸空港「空の日」イベント 
　日程：2016年10月16日 場所：神戸空港
　URL：http://www.city.kobe.lg.jp/information/press/2016/09/20160923172501.html

■第23回 航空医療学会総会
　日程：2016年10月28日～ 29日 場所：ウェスタ川越
　URL：http://www.congre.co.jp/23jsas/

■（第52回）2016年国際放送機器展（Inter BEE）
　日程：2016年11月16日～ 18日 場所：幕張メッセ
　URL：http://www.inter-bee.com/ja/

http://ihst.org/survey

質問事項： Q1 連絡先
 Q2 IHSTのツールはご覧になりましたか？ （選択）
 Q3 IHSTのツールは有用ですか？ （選択）
 Q4 ご使用になったツールについてのご感想 （記述）
 Q5 あなたの事業形態は？ （選択）
 Q6 ヘリコプターを何に使用していますか？ （選択）
 Q7 IHSTで取組んで欲しいトピックスはありますか？ （記述）
 Q8 あなたが実践している仕組みは？ （選択）

Safety Management 
System toolkit
SMS実践のためのツールキットです。ハ
ザードの特定、マネジメント・システムな
どの基本概念の説明、各種レポートシステ
ムのフォーム、規程作成時のテンプレート
などが用意されています。

http://www.ihst.org/Portals/54/20
09_SMS_Toolkit_ed2_Final.pdf

Helicopter Training toolkit
トレーニングプログラムの構築や運用方
法に関するツールキットです。標準のパ
イロット訓練や訓練品質の維持、新技術
に対応するための訓練方法などが示さ
れています。また訓練部門の組織運営や
ヒューマンファクター、各種テンプレート
のサンプルが用意されています。

http://www.ihst.org/portals/54/2
009_Training_Toolkit_Final.pdf

Helicopter Flight Data 
Monitoring toolkit
フライト・データ・モニタリング・プログ
ラムに関する概要を示し、ヘリコプター事
業者がプログラムの導入を検討し、実装
するためのガイドラインが示されていま
す。また、ケーススタディやベストプラク
ティスのなかで、HUMSなどのモニタリン
グが有効だった事例が紹介されています。

http://www.ihst.org/portals/54/20
11HFDM.pdf

Helicopter Maintenance 
toolkit
ヘリコプターのメンテナンスに関して、
マネジメント・システムの構築や、メン
テナンス・プロセス、技術レコードやロ
グなどのドキュメント体系、部品管理、品
質保証などを包括的に解説しています。

http://www.ihst.org/LinkClick.as
px?fileticket=uhdMiyXCSCE=&t
abid=1507&language=en-US

今後更なる安全性向上に向けて、より有益なサービスをご提供するために、皆様方のご意見を是非お聞かせください。
左のリンクをクリックしてアンケートにご協力ください。（サイト内は英語になります）
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