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C O N T E N T S

うららかな好季節を迎え、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。H135の先行機であるエアバス・ヘリコプターズの
BO105が先日、1967年2月16日に独オットーブルンで実施された初飛行から
記念すべき50周年を迎えました。1970年に初号機が納入されてからこれまで
世界中の300社以上から約1,400機の受注を獲得し、製造された総機数の
およそ3分の1にあたる約400機が現在も運航されています。また、一方で
技術革新のパイオニアとしての役目を担うエアバスは、未来に向けたプログラ
ムに取り組んでいます。その一つが大型のX6ヘリコプターで、今後10年間に
運航を開始する予定です。また、主要都市での運用を想定した空中タクシー
の「シティエアバス」プロジェクトなどがあります。私たちは常に技術革新を
行い、新しい製品開発に向けて取り組んでいます。
さて、本年9月11日～12日に第4回目となる、カスタマー・シンポジウム
を東京都内にて開催致します。皆様に私どもの製品に関する技術的なアップ
デートと、取り組みについてより深く知って頂くとともに、皆様のご要望、ご意見
をお聞かせ頂き、さらに強力な関係を築いていきたいと思っております。

今後ともお客様のご要望と信頼にお応えし、安全運航
のためにより一層尽力して参ります。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

H160 ウィンターキャンペーン
H175 パブリックサービス仕様　飛行テスト開始
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5.5～ 6トンクラスの最新鋭双発中型ヘリコプター H160の
開発は現在、2機のプロトタイプで進められています。2015年
6月にプロトタイプ1号機が初飛行し、2号機が2016年1月に
投入されました。同年に空力構造を確定し、この冬にはカナダで
寒冷地試験を行いました。2017年には3号機が投入される予
定です。この試験の動画はWeb上に公開されています。
https://www.youtube.com/watch?v=HqcYcGi_Glw

H160ウィンターキャンペーン

2016年10月、エアバス・ヘリコプターズは、7トンクラス中型双発ヘリコプター H175のパブリックサービス仕様の飛行テスト開始を発
表しました。SARミッションや救急医療、警察、消防、国境警備などの任務にあたる予定の同機は2017年末に運航を開始する予定です。

飛行テストに参加したパイロットは、「特にHMI（ヒューマン・マシン・インターフェース）に感心した。これにより飛行安全性が向上し、パ
イロットのワークロードが大幅に軽減されるだろう」とパブリックサービス仕様のH175への期待を明らかにしています。また、ホバリング性
能の高さや高出力エンジンなどあらゆる面で要求に応えてくれる最適なヘリコプターだと評しています。H175は他機種からの移行をス
ムーズに行えるよう、エアバス・ヘリコプターズの「ファミリーコンセプト」に沿ってコックピットを設計、H135、H145、そして近い将来登場
予定のH160同様、アビオニクスには最新鋭のHelionix®を採用しています。

H175パブリックサービス仕様 飛行テスト開始

H160の主な特長
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 ：高いパフォーマンスと騒音レベルを

大幅に低減
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
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を

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、クリーン

エンジン

H175 主な仕様
最大離陸重量
全長（ローター回転時）
エンジン
離陸出力

OEI最大出力（30秒間）
燃料タンク容量（圧力式補給）
高速巡航速度（ISA+20）
最大航続距離＊1

最大航続時間＊2

7,800kg

18.06m

P&W Canada PT6C-67E

1,775shp

2,064shp

2,616kg

279km/151kt

1,096km/592NM

5:58

＊1：7,000kg、推奨巡航速度、圧力式補給、リザーブなし
＊2：7,000kg、80kt、圧力式補給、リザーブなし
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エアバス・ヘリコプターズ製ヘリコプター用部品の国内標準販売価格表を改訂しました。各機種の国内標準販売価格表は、4月1日より弊
社ホームページ（http://www.airbushelicopters.co.jp/）の「お客様専用サイト」からダウンロード頂けます。新しい価格表の有効
期間は2017年4月1日～ 2018年3月31日の1年間です。尚、本年度より、国内標準販売価格表には、計画生産部品のみを掲載してお
ります。受注生産部品の価格は、「お客様専用サイト」の「部品検索」画面にてご確認頂くか、弊社カスタマーサポート担当者までお問い合
わせ頂きますようお願い致します。

また、既にご案内しております通り、エアバス・ヘリコプターズ・グループでは2015年より部品の寸法、技術的特性、使用目的、加工性
等の観点から価格の見直しを実施しており、これに伴い国内販売価格を年に2回改定して参りました。価格見直しの取り組みは今後も継続
致しますが、これまでに3万6千点以上の部品の価格適正化を実現したことから、本年度より部品価格の改定は年に1回と致します。お客
様により一層充実したサービスを提供しご満足頂けるよう、努力して参ります。詳細は弊社カスタマーサポート部担当者までお問い合わせ
下さい。

2017年度部品価格表

標準販売条項（Standard Conditions of Sale）を一部改訂しました。標準販売条項は、お客様と弊社の間で締結されるすべての契約に
適用される基本的条件です。主条項および個別補足書で構成されています。標準販売条項は、弊社ホームページ（http://www.airbus
helicopters.co.jp/）の「お客様専用サイト」および、エアバス・ヘリコプターズ製ヘリコプター用部品の国内標準販売価格表に掲載し
ています。この機会にご一読頂ければ幸いです。ご不明な点がございましたら、弊社カスタマーサポート部担当者へお問い合わせ下さい。

操縦士・整備士のお客様よりご要望の声が高い学科訓練コースを下記の通り、神戸空港事業所内トレーニングセンターにて開催予定です。
最適な訓練環境と教材、最新情報を含んだ訓練内容をご用意しております。各コースは1名様よりお申込み可能です（ただし、最小施
行人数は2名様です）。下記コース以外にも操縦士・整備士向けのAS365シリーズの型式内移行学科、オートパイロット学科、整備士型
式限定変更学科を開講予定です。詳細をご希望の際はカスタマーサポート部担当者までご連絡下さい。

2017年度開講予定の学科訓練コースのご案内

標準販売条項

＊1： 2017年5月31日までにお申し込み頂きました新規のお客様へ8％のお値引き特別価格をご案内致します。
 各回定員になり次第、締め切らせて頂きますのでご了承願います。 

型式 内容 日程 定員 時間 日数 特別価格（税抜）/1名＊1

操縦士 EC135

AS365N3 型式限定変更学科 2017年10月～12月頃

2017年9月～10月頃

等級限定変更
（Autopilotあり）

等級限定変更
（Autopilotなし）

JCABガイドライン学科
（Autopilotあり）

JCABガイドライン学科
（Autopilotなし）

二等航空整備士学科

JCABガイドライン学科

2017年11月～12月頃

2017年7月頃 8 55

84

46

56

35

45

70

8

12

7

8

5

7

10  ¥966,000

 ¥676,000

 ¥483,000

 ¥772,000

 ¥676,000

 ¥1,070,000

 ¥695,000

8

8

8

8

8

8

整備士 EC135

（最小施行人数2名）
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弊社の提供するツールをより効果的にご利用頂くため、O.R.I.O.N. Onlineの新機能のご紹介とWebEX会議の開催についてお知らせ
致します。
■O.R.I.O.N. Onlineの新機能のご紹介
●MSM（Master Servicing Manual）の管理
“My visits”から点検項目を検索し、任意に選択した項目をご本人の点検項目一覧として管理する
ことが可能となりました。また、その一覧はExcel Fileとして出力することが出来ます。
（例：ATA 63.1200飛行時間毎の点検）
※今後、H135/H145にも本機能を実装していく予定です。

●Notes機能
NotesにはPublic、Semi-Public、Privateの3種類が存在し、以下のように区別さ
れます。

O.R.I.O.N. Onlineの新機能のご紹介とWebEX会議の開催

■WebEX会議の開催
過去号（Issue 7）にてご紹介致しましたWebEX（オンラインにてビデオ会議や音声会議を行えるツール）を用いて、KEYCOPTER

及びO.R.I.O.N.の使用方法・新機能をご説明する会議を開催しております。
今後も、会議開催のご案内をお送りさせて頂きます。お客様のご都合に合わせて、会議にご参加頂き、上記のツールをより一層ご活

用頂ければ幸いです。 お問い合わせ先：技術部技術課　眞鍋（078-306-4495）

2015年9月に開催したオペレーターズ・カンファレンスにて、ご紹介させて頂きましたフロン排出抑制法に関する更新情報をお知らせ致し
ます。ご紹介当時、定期点検を実施するにあたり、航空機の整備資格を保有していても、第二種冷媒フロン類取扱技術者の資格が必要である
か確認を必要としておりました。その後、環境省への確認の結果、航空機の整備資格に加えて、第二種冷媒フロン類取扱技術者（民間資格）
が必要であると判明しましたのでご報告致します。また、2017年9月開催のカスタマー・シンポジウムにて、改めてご紹介させて頂きます。

■オペレーターズ・カンファレンス（2015年9月開催）でのご紹介内容
フロン排出抑制法により、フロン類を冷媒等として使用
する第一種特定製品（航空機エアコン含む）の管理者に
は、右記点検が要求される。
お問い合わせ先：技術部技術課　山下（078-306-4618）

フロン排出抑制法に関する更新情報

エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは、2016年4月より、カスタマーサポートマネジメント（CSM）体制を導入しております。この新し
い体制のために10名の従業員を任命しました。全てのお客様にご満足頂く事を目指し、あらゆるタイプのサポートとサービスにおいて、
密接なフォローアップを実施致します。2016年度に引き続き、2017年度はCSM体制のご紹介とご説明を行い、全てのお客様を訪問す
ることを目標としています。CSM体制に関するご質問は担当CSMまたは、contact.customervoice.ahj@airbus.comへお問い合
わせ願います。

カスタマーサポートマネジメント（CSM）体制

※冷媒フロン類取扱技術者制度規定により、第二種冷媒フロン類取扱技術者（民間資格）を指す。

点検間隔 ：3ヶ月に1度
実施者 ：制限はない

点検間隔 ：3年に1度以上
実施者 ：十分な知見を有する者※

〈簡易点検〉 〈定期点検（7.5kW以上）〉
圧縮機定格出力7.5kW～ 50kWの空調機器の場合

例：MSMの管理

My visits Notes

区分 内容 閲覧可能者

個人により管理されるNotes 個人

AHにより管理されるNotes 全Keycopter User

各オペレーターの代表者により
管理されるNotes

各オペレーター内の
全Keycopter User

Public

Semi-Public

Private
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エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは、2017年9月に第４回目となるカスタ
マー・シンポジウムを開催致します。
私どもの製品に関する技術的なアップデートと、取り組みについてご説明致し

ます。また皆様が日頃感じている疑問点、ご意見、ご感想など、この機会に色々
お聞かせ頂ければ幸いです。

　日程：2017年9月11日（月）～ 12日（火）
　場所：東京
　（詳細は別途ご案内致します）

カスタマー・シンポジウムの開催決定

■Rotercraft Asia 2017（シンガポール）
　日程：2017年4月18日（火）～ 20日（木）
　場所：チャンギ・エキシビジョンセンター

URL：http://www.rotorcraft-asia.com/

■INTERNATIONAL PARIS AIR SHOW（フランス）
　日程：2017年6月19日（月）～ 25日（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16日（月）～ 17日（火）
　場所：ニーム空港

URL：http://tangentlink.com/event/aerial-firefighting-
europe-2017/

参加・出展予定イベント

「シティエアバス」プロジェクトはエアバスの
大都市における未来の交通手段に関するプロ
ジェクトの一つです。
交通混雑を緩和することを目指し、主要都市

での運用を想定した空中タクシーの「シティエ
アバス」プロジェクトは、複数の乗客を一度に
輸送できます。機体には、複数のプロペラが装
備され、小型のドローンに似ています。最初は、
ヘリコプターのように操縦士によって操縦さ
れ、法規制が整えば自動操縦に切り替わること
が想定されています。

「シティエアバス」プロジェクト



もっと、日本の命を救えるエアバス・ヘリコプターズ。
 
救急救命の医療現場を、空からサポートするドクターヘリ。
わが国でも知られてきたとはいえ、まだまだ不足しているのが現状です。
日本の2倍以上もの拠点を配備したドイツでは、
交通事故死が1/3にまで激減しました。
ドクターヘリの代名詞、エアバス・ヘリコプターズH135。
事故のみならず、自然災害が多発するこの国にこそ、もっと。

THINK 
MEDICAL ASSISTANCE
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