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親愛なるお客様各位

あけましておめでとうございます

エアバス・ヘリコプターズを代表して謹んで新年のお祝いを申し上げます。
2016年は顧客満足、品質・安全性と競争力を重視したトランスフォーメーション
プランの3年目を迎え、お客様よりいただいたご意見を反映しながら、カスタ
マーサポートマネジメント体制の確立、運航コストの低減、電子図書マニュアルの
改善、業務構造改革等を行いました。製品においては、Helionixを装備したH135
の承認を取得し、継続的に開発を進めてまいりました。

2017年は引き続き製品開発とカスタマーサポートに重点を置くとともに、お
客様の機体稼働率向上に努めてまいります。 国内ではH145 // BK117 D-2初の
EMS仕様が導入されます。また、顧客満足度を実施させていただく、重要な年で
もあります。是非ともお時間をいただき、私どもが実施しております取り組みへ
のご意見をお聞かせ願えればと存じます。戴きましたお声は今まで以上に弊社の
製品・サービスに反映してまいる所存です。
私どもは、お客様の満足を一番に考え、お客様の運航・任務が成功裏に遂行
されるよう改善を続けてまいります。

本年も皆様の安全運航を心よりお祈りいたします。

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
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新しいHelionixコックピットを装備した小型双発ヘリコプターH135がEASA（欧州航空局）
より型式証明を取得しました。エアバス・ヘリコプターズが設計したこのアビオニクスシステム
により、飛行任務の自由度と安全性が高まります。Helionixは機能と操作性を標準化するとい
うファミリーコンセプトのもと、既にH175とH145//BK117 D-2に標準装備されています。

Helionixは、4軸オートパイロットの他に、状況認識を高めるための革新的なコックピットレイ
アウトを提案します。3つの大きなディスプレイで構成されるコックピットは、操縦士に適切なエ
ンジン計器情報を集約して表示するFirst Limit Indicator（FLI）が含まれており、暗視ゴーグル
（NVG）にも対応しています。2つのタッチスクリーン式GPS/Nav/Comm GTN-750により、

HelionixはGPSナビゲーションと通信システムを統合管理します。また、空中衝突警報装置TAS620Aは、飛行経路に影響する航空機を
検出し回避するために操縦士を補助するシステムで、Helionixのもう１つの重要な機能です。

Helionixコックピットが装備された最初のH135は2017年に納入される予定です。納入先にはヘリコプター救急医療サービス（HEMS）
を提供するNorsk Luftambulancese AS（ノルウェー）と、英国防省により英国軍用飛行訓練システム（UKMFTS）の訓練サービスパート
ナーに任命されたAscent Flight Training社が含まれます。Ascent Flight Training社は、2016年5月に回転翼の機体サービス供給会社
としてエアバス・ヘリコプターズを選定し、Helionixコックピットを装備する初の軍用顧客となります。

H135は、小型双発ヘリコプター市場で圧倒的なシェアを誇るマーケットリーダーです。世界各国で約1,200機のH135が救急医療
サービス、警察、ビジネス人員輸送、洋上風力発電パークの維持管理や軍事訓練などで使用され、総飛行時間は400万時間に達していま
す。また、日本でも約90機がドクターヘリ、警察、報道、訓練等で活躍しています。

H135にHelionix搭載、EASA承認を取得

お客様により良い提案・サービスを提供し、ご満足いただくため、カスタマーサポートマネジメント体制を導入しました。この体制は、お
客様から日々寄せられるご要望の実現、問題の解決に向けて、カスタマーサポートマネージャー（CSM）がセールスマネージャー及び各
種担当窓口と協働・推進していくものです。
①カスタマーサポートマネージャー（CSM） 
●CSMは、お客様のご要望実現、問題解決のためのコーディネーターです。
お客様にご満足いただくため、お客様との関係を維持・向上してまいります。

②セールスマネージャーとCSMの関係
●セールスマネージャーは、お客様のご契約内容及び新規のご提案※1に関し
て責任を担います。

●CSMは、セールスマネージャーとお客様のご要望を共有し、最善のご提
案ができるよう密に連携を取ります。

③各種担当窓口※2とCSMの関係
●各種担当窓口は、お客様の日常のサポート業務窓口です。
●CSMは、お問い合わせ内容に応じて各種担当窓口と調整し、
お客様に迅速かつ最適な解決策を提示します。

カスタマーサポートマネジメント体制について

2015年6月～2016年末まで、全社を挙げて、CS向上のための取り組みを実施してまいりました。2015年にご協力いただきました顧客
満足度調査の結果をもとに、当社の課題に関する29の改善アクションプランを実施しました。現在、これらのアクションプランは、通常業務
プロセスに組み込まれています。この顧客満足度（CS）向上に向けた取り組みをきっかけに、お客様の声をより確実にサービス向上につな
げる仕組みが構築されました。お客様のご期待に沿えるよう、引き続きサービスの改善と向上に取り組んでまいります。

 2017年上半期に、顧客満足度調査を実施いたしますので、ご協力の程何卒宜しくお願いいたします。
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）へお問い合わせください。

顧客満足度（CS）向上への取り組み

※1：弊社が提供するあらゆる製品、サービスに関するもの
※2：部品、整備・修理・オーバーホール、技術支援、技術図書、訓練等

お客様

①
カスタマー
サポート
マネージャー

③

各種担当窓口※2

②
セールス
マネージャー

日常の
サポート業務
窓口

契約内容及び
新規ご提案※1の
責任者

ご要望実現・
問題解決に
向けた調整

お客様のご要望を共有
調整

報告
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スペア・パーツの納期達成率向上のため2016年8月より次の4つの取り組みを徹底しています。希望納期達成100%を確約するた
め、引き続き計画発注へのご協力をお願いいたします。 計画発注の部品は優先的に確保されます。
詳細はカスタマーサポート部担当者までお問い合わせください。

納期達成率向上への取り組み

エアバス・ヘリコプターズではお客様の整備及び運航コスト（DMC及びDOC）低減、機体稼働率の向上に努めています。今号ではそ
の概要をご紹介します。 詳細は、各機種のProduct Information Letter / Information Noticeをご参照ください。
ご不明点はカスタマーサポート部又は、テクニカルサポート課担当者へお問い合わせください。

■小型単発ファミリー：Product Information Letter LH 017-2016（2016年7月29日付）
●H130及びEC130B4 12年点検の削除

12年点検が削除され、Master Servicing Manual（MSM）が改訂されました。 最新のMSMはT.I.P.I.

よりダウンロード可能です。

■Ｈ135ファミリー：Information Notice 3051-I-00（2016年7月1日付）
●メインローターブレードのTime Change Interval（TCI）低減
現在TCI 12,400時間ですが、オンコンディションになり、目視点検が1,100時間毎に設定されました。

●メインギアボックスのTime Between Overhaul（TBO）の延長
現在TBO 4,000時間ですが、部品番号によりTBO 5,000時間へ延長されました。
（詳細は、最新のMSMをご参照ください）

■ドーファンファミリー：Product Information Letter DA 023-2016（2016年11月23日付）
●AS365N2及びAS365N3メジャー点検の延長

2015年1月のMaster Servicing Manual（MSM）改訂で、「5,400時間または10年点検」から「7,200

時間または12年点検」へ点検間隔が延長されましたが、さらに2017年末までに「8,000時間または14

年点検」へ延長できるよう現在取り組んでいます。
●Hydraulic & Fuel Pipes On Time Limitation（OTL）延長
メジャー点検間隔を14年まで延長するにあたり、2017年末までに油圧及び燃料パイプのOTLを10年から14年へ延長できるよう取
り組んでいます。
現在、古いタイプのパイプ※1に関して様々な実証試験を行っています。お客様が取りおろしたパイプ※1がございましたら本社での試験
に使用させていただきますので、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。

整備、運航コスト（DMC、DOC）低減への取り組み

【情報共有の徹底】
● 部品が「在庫」から納品されるのか、「受注
生産」になるのかを、納期とともにお知らせ
します

● 発注の進捗状況をお知らせします

【需要と供給の調和】
● 部品発注計画の
向上とお客様の
ニーズに合わせた
部品の供給体制
を構築しています

【優先度の確保】
● 計画発注いただいたお客様を優先
● AOGサービスによる緊急時の万全なサポート

　ご注文について
AOG注文 : 2日以内の希望納期
RUSH注文 : 4日から14日以内の希望納期
PLAN注文 : 15日以降の希望納期

【希望納期の確約】
● 計画発注（入手希望日15日以上前）いただい
たお客様へ希望納期の確約

● 計画発注に対して納期達成が出来なかった場
合は、補償します（標準販売条項に基く）

お客様のご協力により
100％の希望納期達成を確約

優先度
の確保

希望納期
の確約

情報共有
の徹底

需要と供給
の調和

※1：対象のパイプの部品番号はProduct Information Letterにてご確認ください。
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H135シリーズを最新型のT3/P3型にアップグレードするレトロフィットキットを特別価格でご案内いたします。本レトロフィットを実施
することで以下の性能と装備が向上します。
●MTOW：2,980kgへ増加 ●耐久性の高いメインローターブレード
●外部ノイズレベルの軽減 （同クラスで最も低い騒音レベル） ●特に高温、高高度、OEIにおけるパフォーマンスの向上

EC135 T3/P3型レトロフィットキット特別価格のご案内

このたび、弊社神戸空港事業所で実施可能な主な改修作業（改造、または修理）や追加型式設計承認（STC）
をカタログにまとめました。各改造の目的と機能を分かりやすく説明し、改造後の機体や搭載機器の写真及び
図面を掲載しています。神戸空港事業所に機体を搬入いただく際に、是非ご検討ください。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。

Standard Upgradesカタログのご紹介

AS365用キャビンフロアーカーペットの販売を開始しました。長年使用する機体のキャビンフロアーの汚れや傷を防止するため、エア
バス・ヘリコプターズ・ジャパンが開発し、追加型式設計承認（STC）を取得した製品です。
〈特長〉
● JCAB承認済、耐火証明取得済の丈夫な素材　　　●取り付け、取り外しが容易
●汚れに強く拭き取り清掃が可能
〈特別価格のご案内〉
2018年3月までにご注文いただいた場合、1式￥1,595,000（税別）
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。

ドーファン用（AS３６５）フロアカーペットを販売開始

部品交換｜新部品｜加工/変更｜ソフトウェアアップグレード
・CPDS（新ソフトウェア含む）
・トリプルインジケーター
・オートパイロットモジュール（インストール済の場合は新ソフトウェア）
・MFDAU（UMS / CVFDRインストール済の場合は新ソフトウェア）
・スウォッシュプレート
・ローターシャフト
・エアスピードインジケーター

エンジン・MBGカウル 
（IBF無しのみ）
防火壁 
（IBF無しのみ）

CPDSワイヤーハーネス
VNE表、プラカード

警報ユニット
（限界値の再設定）
FCDM
（新コンフィギュレーションファイル）
ピッチストップ取外し
ヨーコントロール変更

ミキシングレバー

FADEC
（ソフトウェア含む、TMエンジンのみ）

FADECソフトウェア（PWエンジンのみ）

メインローターブレード

ガーニータブ

水平スタビライザー
（エンドプレート無し）

新型バンパー

新型ダイレクトエアインテーク
（IBF無しの場合）

■対象機種：EC135T1, T2, T2+, P1, P2, P2+

■特別価格： 約￥6,400万～￥1.06億（税別）
価格は機体のコンフィギュレーション、コアユニットの使用時間やブレードの飛行時間により異なります。

■納期： レトロフィットキットの納期：4～ 8カ月　　　■標準作業期間：8～ 20週間
コンフィギュレーション、IBF（Inlet Barrier Filter）の有無などにより異なります。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。
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前号（Issue 8）でご案内しました通り、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
いたしました。4月以降も最新のマニュアルを確実にお届けするため、早めのお申込にお客様のご理解とご協力をお願いいたします。申
込締切は2017年2月24日です。 なお、今回のお申し込みから、現行の1年契約に加え、3年契約も可能になります。詳細及びその他ご
質問等につきましては、下記お問い合わせ先まで遠慮なくご連絡ください。
〈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

2017年3月31日までに、東京ヘリポート事業所における整備業務を、神戸空港事業所に集中させていくことに相成りました。安全及
び品質レベルの向上、迅速且つ柔軟な生産体制の確立を図り、今後ともお客様のご要望にお応えし、より一層ご満足いただけますように
更なる努力をして参ります。1992年、東京ヘリポート事業所で整備事業を開始以来、皆様の長年に亘るご愛顧に心から感謝申し上げます
と共に、今後も変わらぬお引き立ての程宜しくお願い申し上げます。

神戸空港事業所への整備業務一本化のお知らせ

場外離着陸場での離着陸には常にリスクが付きまとい、ヘリコプターを
安全に運航するには高度な操縦技術、機体性能に関する十分な知識及び
変化する環境への状況認識能力やそれに対応する判断力が求められま
す。しかしながら、実機で実運航中起こり得る様々なリスクに対する訓練
を行うことは困難です。エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンでは、場外離
着陸のリスクに関する学科講習と事故事例の紹介を行い、フル・フライ
ト・シミュレーターで、リアルな状況の模擬訓練を行うことにより、お客様
に安全かつ効率的に効果の高い訓練を行っていただくことが可能です。
ヘリコプター運用の中でも整備された空港やヘリポート以外の場外離
着陸場での離着陸は、風向きや適切な進入離脱方向・経路を判断する情
報源が限られている場合が多く、電線、障害物、不整地、地形性の風の急変や乱気流など、多くの不測の事態に遭遇します。また、機体の
不具合、天候の悪化により余儀なくされる予防着陸では、高い確率で場外着陸をせざるを得ない状況になり得ます。
次の訓練例を通じ、操縦困難な姿勢に陥りつつある兆候を認識し、万一陥った場合の回復操作を体得し、さらにそのような状況に陥らな
いように、状況認識力や判断力、不測の事態に対応するためのThreat & Error Management能力向上を目的としています。

〈場外離着陸を行う操縦士に推奨するシミュレーター訓練の一例〉
● 強い横風、背風での進入
● 高すぎる、速すぎる進入
● 低速・高出力で過度な降下率になり、結果としてセットリング・ウィズ・
 パワーに陥る状況
● OGEホバリング、重重量時の運用のリスク
● 上空からの傾斜地の判断
● 障害物への配慮と望ましい進入離脱経路の選択
●ブラウン・アウト、ホワイト・アウト
詳細は、官庁／民間営業部担当者へお問い合わせください。

フル・フライト・シミュレーターによる場外離着陸場運用訓練
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KeycopterからO.R.I.O.N. Lightのダウンロードが可能になりました。それに伴いまして、2017年末までに
O.R.I.O.N. Light USBの無償提供が終了し、その後は有償となります。本内容及びダウンロード手順を含めた
詳細は Information Notice 3068-I-00 Rev.0（2016年11月7日付）をご参照ください。

お問い合わせ先：技術部技術課 眞鍋（078-306-4495）

KeycopterからのO.R.I.O.N. Lightのダウンロード開始

お客様と弊社テクニカルサポート課の間で技術案件のやり取りを行う際、メールに代わる新
たなツールとしてWebTekを導入し、案件を管理しています。本ツールを利用することで、問い
合わせ状況の把握や過去の問い合わせ案件の検索、確認が可能となります。
詳しい利用方法については、テクニカルサポートによる顧客訪問時に順次ご説明させていた
だいております。また、利用条件として、Keycopterへのアカウント登録が必要となります。

技術案件問い合わせツール “WebTek” 

弊社耐空性管理室では、お客様の機体の耐空性維持のサポートとして、「AHJ Airworthiness Information」レターを発行しています。
SBやTCDなどの実施に際し、お客様の判断のサポートとなる情報を掲載しています。
本情報は、耐空性管理室内の耐空性グループ（Airworthiness Group）が取りまとめており、エアバス・ヘリコプターズから発行された情
報を日本の規制に合致させるため、必要に応じ航空局と調整を行っています。

2016年に発行された「AHJ Airworthiness Information」レターは以下の通りです。（2016年12月末時点）

「AHJ Airworthiness Information」レターについて

No.

AS-A-16-003

AS-A-16-004

AS-A-16-005

AS-A-16-006

AS-A-16-008

AS-A-16-013

AS-A-16-016

AS-A-16-018

AS-A-16-019

AS-A-16-020

AS-A-16-021

AS-A-16-022

発行日

2016.5.12

2016.6.8

2016.6.13

2016.6.8

2016.6.30

2016.8.17

2016.9.12

2016.10.6

2016.11.1

2016.11.7

2016.12.12

2016.12.19

タイトル

White Strobe Lightに係わるプラカードのEC135系列型への適用について

Goodrich Hoistに係るTCDへの対応

White Strobe Lightに係わるプラカードのEC135T（CDS）1、P1（CDS）型への適用について

SB EC135-80-002への対応について

SB EC225-64-007への対応について
プラカードの配布について / EC135 Flight Manual Supplement Sup.9.2-81

EC135-71-033への対応について

SB EC225-26-014 / 26-015 / 26-017 / への対応について

SB EC225-76-002 への対応について
プラカードの配布について / AS350B3（2B）邦文飛行規程全面改訂に基づくプラカードの張替

SB EC225-56-006 及び EC225-64-007 の実施可能のご案内

Major Design Changeを含むSBの対応について
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2016年に実施した修理改造検査の中で、新たに取得した追加型式設計承認（STC）をご紹介します。
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。

1）ホイストカメラの装備
■概要： 機外右側のホイストサポートアーム部へカメラを装備し、撮影したホイスト降下
 及び救助状況を計器盤のミッションディスプレイに表示
■適用型式：AS365N3、EC155B1 ■作業区分：小改造
■飛行性：影響なし ■追加飛行規程：あり
■主要装備品：

備考：カメラ本体諸元（FV-0315）
・航空機用環境スペックに適合　・NTSC形式出力　・画角は選択可能　・内部は結露防止構造　

最新の追加型式設計承認（STC）のご紹介

2017年主な参加・出展予定イベント
■HAI HELI-EXPO 2017（アメリカ）
　日程：2017年 3月6日～ 9日 場所：Kay Bailey Hutchison Convention Center Dallas
　URL：http://heliexpo.rotor.org/

■ INTERNATIONAL PARIS AIR SHOW（フランス）
　日程：2017年6月19日～ 25日 場所：ル・ブルジェ空港
　URL：https://www.siae.fr/en/

■Aerial Firefighting Europe 2017 （フランス）
　日程：2017年10月17日～ 18日 場所：ニーム空港
　URL：http://tangentlink.com/event/aerial-firefighting-europe-2017/

■エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン カスタマー・シンポジウム（仮）
　日程：2017年秋（2日間を予定しています）
　場所：東京
　（詳細は別途お知らせいたします）

s

名　称 型　番 装備位置重量（kg）

HOIST CAMERA ASSY

SWITCH PANEL

機外右側
HOIST SUPPORT ARM

PEDESTAL

1.2

0.5

S15M-25-A0411

GSP-25-A2432-3（AS365N3）
GSP-25-A2777-1（H155）

2）機体後方監視カメラの装備
■概要：機体左側のフットステップ後方へカメラを装備し、撮影した機体後方
 （フェネストロン周辺部）を計器盤のミッションディスプレイに表示
■適用型式： EC155B1 ■作業区分：小改造
■飛行性：影響なし ■追加飛行規程：あり
■主要装備品：

備考：カメラはホイストカメラと同型式（FV-0315）

名　称 型　番 装備位置重量（kg）

REAR CAMERA ASSY

SWITCH PANEL

機体左側
FOOT STEP後方

PEDESTAL

0.75

0.5

S15M-25-A0508

S15M-25-A498-11

能 ・内部は結露防止構造

PPEEDDEESSTTAATTTT LL

承認（STC）をご紹介します。

したホイ

造
あり

C）のご紹介

量（kg）

.2

5

イスト降下

装備位置
機外右側

HOIST SUPPORT ARM

PEDESTATT L



THINK BUSINESS

日本のビジネスに、エアバス・ヘリコプターズという世界機準を。 

1分1秒。 生き馬の目を抜くビジネスの世界において
「スピード」ほど大切なものはありません。 
この日本で、ヘリコプターという武器をお考えのあなたは、
すでに競合相手から一歩リードしていることでしょう。 
しかし、さらに手の届かない高みを目指すなら、
エアバス・ヘリコプターズという選択肢を。 
より早く、より安全に。 世界最高峰の快適性と信頼性をもって、
あなたのビジネスを成功へと導きます。
エアバス・ヘリコプターズというグローバルスタンダードを、 
日本のビジネスに。

Important to you. Essential to us.
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