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秋涼の候、貴社におかれましては爽やかな実りの季節を迎えられている事と
存じます。エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは、9月11日～12日、第4回目
となる『カスタマー・シンポジウム2017』を開催しました。ご参加頂きました
お客様に、改めて厚くお礼申し上げます。

2017年も残すところあと僅かとなりました。当社は年内までにH145初号機
そして2機のAS365N3+の納入を予定しております。エアバス・ヘリコプターズ・
ジャパン神戸事業所は今年 4月に開設から5年を迎えました。この5年間に、
フライト・テストの能力、Dレベル検査を含む、様々な整備能力を獲得しまし
た。環境に優しく、革新的な神戸事業所は、航空機が引退を迎えるまで安全に
活躍できるように引き続きサポート致します。エアバスは7月、パリ国際航空
ショーにてVSR700の自律飛行試験を開始した事を発表しました。またこの
ほど、H160の3号機目となるプロトタイプ（PT3）の飛行試験を実施しまし
た。既存の製品の改良と、進化する技術革新─イノベーションを積極的に取り
入れ、安全で効率性の高い製品を開発して参ります。

今後ともお客様のご要望と信頼にお応えし、安全運航
のために尽力して参ります。本年中のご愛顧に心より御
礼申し上げますと共に、来年も変わらぬお引き立てのほ
どよろしくお願い申し上げます。最後に皆様のご健勝と
ご多幸をお祈り申し上げます。

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
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エアバスにとってイノベーションはDNAの一部です。プロジェクトの計画、作業方法、機能、製品、また産業協力体制に加え、進化する
技術革新─イノベーションが製品開発には不可欠です。イノベーションは、空の安全性、有用性、経済性を高め、お客様にご満足頂くため
に重要な要素です。 エアバスは、ヘリコプター業界における新しい基準を確立する事に全力をあげております。既存の製品の改良と、よ
り安全で環境に優しく、そしてより経済性の高いヘリコプターを提供すると同時に、21世紀に起こりうる様々な課題に対応する革新的な
アイデアを提案致します。

【現在開発中のソリューション】

■PROTECTION : VSR700
海軍および陸軍の強い要望に応えるべく設計されたエアバス・ヘリコプターズの新しい戦略的無人飛行機（UAS : Unmanned Aircraft 

Systems）。カブリG2ヘリコプターを製造しているギンバル社との共同開発。

■NOISE & ENVIRONMENT : ブルーコプター
環境配慮型ヘリコプター。次世代省エネ技術を実証。
進化したフェネストロンと新ローターシステムが性能とアコースティック・エミッション※1（AE : Acoustic Emission）を改善。
※1　材料の亀裂の発生や進展などの破壊に伴って発生する弾性波（振動、音波）

■MOBILITY : シティエアバス
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。交通混雑を緩和する事を目指し、主要都市での運用を想定した空中タク
シー。エアバス・ヘリコプターズはこのほど、デモンストレーターの推進システムの本格的なテストを完了。

■URBAN LOGISTICS : スカイウェイズ
宅配物を輸送するための無人航空機システムの開発を目指す実験的プロジェクト。シンガポール当局と協力して検証中。

■SPEED : クリーンスカイ２
2017年パリ国際航空ショーにて仕様を公開した高速デモンストレーター「Racer」は、Clean Sky 2 欧州研究プログラムの一部として開
発中のプロジェクト。

進化を続ける技術革新─イノベーション
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エアバス・ヘリコプターズはこのほど、フランス、マリニャンヌにてH160の3号機目となるプロトタイプ（PT3）が初飛行を行ったこと
を発表しました。このプロトタイプは、実際の運航機体の内装に近いものを装備しております。
マリニャンヌのヘリコプターの最終組立ラインは完成の最終段階にあり、まもなく量産を開始する準備が整います。動画ではVRを使っ

た開発の様子やフランス、ドイツ、スペインから運び込まれた主要コンポーネントが組立てられる最終組立ライン、デジタル化された開発
プロセスなどを紹介しております。エアバス・ヘリコプターズは設計から生産、カスタマーサポートまで一貫したデジタル化に取り組んで
おり、H160はそのプロジェクトの最初のヘリコプターとなります。最新の技術を駆使し、挑戦し続けるエ
アバス・ヘリコプターズの姿を下記のリンクよりご覧頂けます。

【動画中のキーフレーズ】
● MCA : Major Component Assemblyの略（ブレード、テール部、胴体部などの主要構造部）。これらをフランス、ドイツ、スペインに
て同時並行で生産する事により、生産リードタイムを従来の約半分に短縮する事が可能になります。

● Plug & Play：取付け・取外し・使用が容易に出来る事。MCAはPlug & Play が可能で、これにより機体受領の24週間前までミッ
ションコンフィギュレーションの選択が出来ます。

● 40 days：機体の最終組立工程で組立てにかかる日数。MCA、デジタルショップフロア、フローラインなどによって実現します。　
● Operator zero campaign：ショップフロアのペーパーレス化、技術文書やワークカードのデジタル化などは、単なる情報のデジタル
化に留まりません。これらを活用し、例えばメンテナンスはすべての工程が検証され、H160がお客様に届けられる時点では真に運航可
能な状態に仕上げられます。

H160  最新動画の公開

オイル＆ガス人員輸送や民間SAR（捜索救難）業務を展開するイギリス大手のCHCヘリコプター社は今夏、H175の初号機を受領し
ました。今後、同機体はオフショア（沖合）オイルリグへの人員輸送に使用されます。就航前の事前訓練と調整を行う目的で、機体は納入
と同時に運航可能な状態で引き渡されました。

このH175は、スコットランドのアバディーンを拠点とし、オイル＆ガス人員
輸送仕様で16座席を備えています。また、フルサービスのHCareに加入し
た事により、すべてのスペアパーツと修理可能部品が同アバディーンにある
エアバス・ヘリコプターズ北海フリートセンターから供給され、コストを最大
限効率化する事が可能となります。CHCヘリコプター社設計部・運航部シニ
ア・バイス・プレジデントのデイヴ・バレヴィック氏は次のように述べました。
「H175の最新技術と高い能力は我々のお客様特有のニーズに応え続け、
我々が保有するフリート全体の能力増強に貢献してくれるでしょう」また、エ
アバス・ヘリコプターズグローバル・ビジネス上級副社長のベン・ブリッジ
は次のように述べています。「H175が提供する高いミッション遂行能力によ
り北海のオフショア施設へ最大16名の輸送を滞りなく、かつ効率的に行う事

が出来ます。フルグラスコックピット、自動化されたシステム、広々としたキャビンと大きな窓が装備されたH175はエアバス・ヘリコプター
ズの大きな進化の象徴であり、オフショアオペレーションの効率性、安全性、そして快適性における新たな基準を打ち立てました」

H175は8トン近くの最大離陸重量でVIP輸送やオフショア人員輸送、救難活動などにおいて比類ない効率性を実現します。エアバ
ス・ヘリコプターズが開発した最新鋭アビオニクス、ヘリオニクス統合計器と4軸オートパイロットの組み合わせにより状況認識力の向
上、パイロットのワークロード軽減、高い柔軟性を実現し、安全性も向上しています。また、高速巡航速度（150ノット（278 km/h）前後）
における振動がほとんど発生しないのも大きな特徴です。
現在、H175はNHV社（ベルギー）、ペガソ社（メキシコ）、バブコック社（イギリス）、そしてモナケール社（モナコ）にて運用されてお

り、全世界で15機が12,000時間以上飛行しています。そのうち13機がオフショア人員輸送仕様で主に北海やメキシコ湾で運航してお
り、H175はその高い効率性を通じ、オフショアオイル＆ガス事業を強力にサポートしています。

CHCヘリコプター社H175を初受領

H160最新動画：（エアバス  ホームページ）
http://www.airbus.com/newsroom/news/en/
2017/07/the-h160-leads-the-way-in-the-
industrial-transformation-at-airbu.html

http://www.airbus.com/newsroom/news/en/2017/07/the-h160-leads-the-way-in-the-industrial-transformation-at-airbu.html
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スーパーピューマ・ファミリーの最新型であるH215が中国で初めてデモフライトを行い、消火活動、送電線点検、警察ミッション、人員
輸送など様々な用途に対応出来る多様性と、高温、高高度におけるその高いパフォーマンスを披露しました。

約2週間にわたる長期間のデモフライトツアーは7月3日に珠海市から始まり、その後深圳市と麗江市でデモフライトが行われました。
H215は中国国内を2,000km以上横断し、優れた航続能力や搭載能力などがリアルタイムで実演されました。深圳市では100名、麗江で
はカスタマー・シンポジウムも開催され約200名のお客様と報道陣に迎えられ、H215の優れたパフォーマンスや信頼性、先進の技術を
体験頂きました。また、バンビバケットによる消火活動の実演も行われ、その優れた消火能力を中国国家林業局にも披露しました。

エアバス・ヘリコプターズのノースアジア地域の代表
およびエアバス・ヘリコプターズ・チャイナのシニア・バ
イス・プレジデントのマリー・アニエス ヴェーヴは次のよ
うに述べました。「ここ中国市場にて、非常に明るい将来
が期待されているH215を今回のデモフライトによって
初めて迎え入れられた事を大変喜ばしく思います。H215

は山林の監視・消防体制を構築するために高まる大型ヘ
リコプターの需要に応える最適な機体です」
また、同社営業本部長のヴァンソン・デュフォーは次の
ように述べました。「H215は様々なミッションで既に中国
国内で活躍している40機近くのスーパーピューマ・ファ
ミリーにスムーズに編成する事が可能です。この非常に
信頼性、汎用性の高い機体は卓越したパフォーマンスで、
今後も高まる市民および自然環境を守るためのヘリコプ
ター需要に応える、国家の貴重な資産になるでしょう」

H215 デモフライトツアー

■アンケート結果
2017年顧客満足度アンケートにご協力頂き、誠にありがとうございました。今回は、これまでで最も多くのご回答（98名回答、回答率

89.1％）、および多くの貴重なご意見を頂戴しました。

総合評価では、「とても満足」（64.6%）と「満足」（28.0%）の合計が92.6%となり、2010年以降で最も高い割合でした（表1） 。また、
サービス項目ごとの評価では、10点満点中「満足」を表す7点以上の評価を全ての項目で頂きました。前回2015年のアンケート実施時
と比較して、ほぼ全ての項目で改善しました（表2）。他社とのイメージ比較においても最も良い評価結果となりました（表3） 。

当社では、2015年のアンケート結果に基づき、全社をあげてお客様の満足度を高めるための取り組みを実施して参りました。2017年
の結果は、これらの取り組みの成果が少しずつお客様に評価され始めた証であると受け止めております。お客様の満足度向上のために、
今後も期待に応えるべくさらに努力して参ります。

お客様の満足度向上のための取り組み

H215： 最大離陸重量8.6トンの大型双発ヘリコプター。有効搭載量※1は4トンを超え、オフショア人員輸送からVIP輸送、物資輸送まで
幅広く活躍中。4.5トンのスリング能力は重量物の輸送や消火活動に威力を発揮。また、2,000リットルを超える標準燃料タンク※2

を備え、長距離、長時間飛行が可能。

※1　ベースラインの理論値。ショートフレーム
※2　ロングフレーム

～2017年顧客満足度アンケート結果より～
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表1: 2010年～ 2017年　当社イメージの推移

質問事項：「エアバス・ヘリコプターズについて、総合的に評価をお願いします」

表2：サービス項目ごとの当社イメージ 表3：他社とのイメージの比較

■改善に向けた取り組み
2017年のアンケート結果を受け、今後特に以下の取り組みに注力して参ります。

１．新しい取り組み
サービス項目ごとのスコアおよびお客
様から頂いたコメントを分析した結果、右
の項目で特に改善の必要がある事がわか
りました。全社をあげて改善に取り組んで
参ります。

２．継続した取り組み
「お客様と当社の関係」は、最重要項目
である事を再認識し、引き続き右の項目の
改善に努めて参ります。

とても満足
+31.3
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不満
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（括弧内は回答者数）
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（33）
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AGO対応

出張整備作業

パイロット・整備士訓練

運用中の機体

部品販売

見積依頼及び入札募集

全体スコア
テクニカルサポート

機体納入

ワランティ
Parts by the Hour

（PBH）
整備・改修

技術図書
コンポーネントの

修理・オーバーホール

8.19

8.11

7.96

7.91

7.84

7.79

7.76

7.75

7.74

7.67

7.61

7.52

7.00

+0.85

+0.72

+0.74

+0.48

+0.66

+1.04

+1.02

+0.48

+0.83

+0.61

+1.17

+0.28

+0.82

-0.33

+0.99

+1.53

0

+3.00

+1.45

+0.18

+0.59

前回調査
からの増減

前回調査
からの増減（括弧内は回答者数） （括弧内は回答者数）10点満点

Airbus Helicopters

Robinson

Sikorsky

Schweizer

Bell

Leonardo
（Agusta/Westland）

MD Helicopters

（53）

（3）

（16）

（1）

（27）

（35）

（9）

1） 価格設定の見直し
2） 整備・改修作業
 ●TATの短縮 ●品質の向上　
3） コンポーネントの修理・オーバーホール
 ●  TATの短縮 ●品質の向上
 ●エクスチェンジ在庫の拡充 ●納期の遵守
4） テクニカルサポート・技術図書　
 ●回答時間の短縮 ●WebTEKおよびO.R.I.O.N.機能の

改善と啓蒙

お客様との関係強化  
 ●正確かつ迅速な情報提供 ●お客様訪問の充実
 ●窓口の明確化 ●お客様のご要望への的確な対応
 ●お客様の声を製品・サービスに反映

本件に関するお問い合わせ：営業企画部　田中（03-5414-3408）



2017 Issue 12  Oct/Nov/Dec
6

2018年4月～ 2019年3月までのマニュアル更新サービスのお申し込み受付を、2018年1月より開始予定です。なお、マニュアルの
オンライン化に伴い、これまで無償で提供しておりました「O.R.I.O.N. Light USB」は、2018 年4 月分から有償となります。ご理解の程、
よろしくお願い申し上げます。
前回2017年度分から、3年契約が可能になりました。3年契約では、契約期間中の価格上昇がなく、また、1年ごとの契約更新手続きが

不要です。また、マニュアルは紙媒体（有償）のほか、以下よりご選択頂けます。オンライン化されたマニュアルは、紙媒体よりも安価で、
差し替え作業が不要なため、推奨致します。更新時に是非ご検討頂ければ幸いです。

【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）

2018年度分マニュアル更新サービスの申し込みについて

過去号（Issue 7 & 10）でご紹介しました、KEYCOPTER・O.R.I.O.N. Onlineの使用方法と新機能をご紹介するWebEx会議を、11月
下旬に開催致します。

■お申し込み方法
● 弊社Tech-pub担当者より開催日時（複数回を予定）を別途ご案内いたしますので、ご希望の回をご連絡下さい。

■ご参加にあたって
● 参加費用は無料です。
● 会議室等での共用画面のご利用により、複数人での参加や異なる地域からも複数人同時参加が可能です。
● タブレットやスマートフォンでのご利用も可能ですが、画面サイズの大きいパソコン又はタブレットのご利用をおすすめします。
※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頂けない場合があります。
※WebEx会議には、無償アプリケーションの事前ダウンロードが必要となる場合があります。

■O.R.I.O.N. ユーザーガイド
● KEYCOPTERのTECHNICAL PUBLICATION ページより、O.R.I.O.N.ユーザーガイドがご覧頂けます。

KEYCOPTER・O.R.I.O.N. Online使用方法に関する
WebEx会議の開催

マニュアル媒体 有償／無償 契約更新 特徴

①O.R.I.O.N. オンライン

②O.R.I.O.N. Light USB

無償

有償（紙媒体より安価）

なし

1年または3年契約

・ オンラインで最新のマニュアルと旧マニュアルにアクセスが可能
・ 紙媒体では必須となる差し替え作業が不要

・ 専用USBで、オフラインでお客様のPCやWindowsタブレット
 上で閲覧可能
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2018年度訓練コースのご案内

エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン トレーニングセンターでは計器飛行証明の試験
準備に向けた訓練を提供しております。本訓練はトレーニングセンター内にあるフル・フ
ライト・シミュレーターを用いる事で、実機では難しい悪気象条件での操縦練習を反復し
て行う事が可能です。また、国土交通省航空局の指定する操縦士実地試験細則に基づい
ており、シミュレーターでの訓練時間は受験に必要な飛行時間に充足する事が出来ます。

当社トレーニングセンターにて本訓練を受講し、計器飛行証明試験に合格された東北
エアサービス株式会社運航部の舘野様からのコメントをご紹介させて頂きます。「今回、
エアバスヘリコプターのフル・フライト・シミュレーターで計器飛行訓練を受講しました。
実機訓練と比べ、気象条件やトラフィックに左右されることなく計器飛行方式での飛行を

基礎から学習、実践する事が出来ました。この経験は非常に大きく、また、シミュレーター性能の高さから、実機訓練に移行してからも違和
感無く操縦出来ました。結果として、実機訓練を大幅に短縮でき、受験合格した事に対し、飛行教官をはじめ、スタッフの皆様に感謝申し上
げます。今後もＦＦＳのリカレント教育を受講し、技量維持に努めたいと考えます。ありがとうございました」

トレーニングセンターではその他にも計器飛行証明保持者向けの技量維持訓練や、機体メーカーならではの経験と最新の技術を活かし
た幅広い訓練を日本語で提供しております。ヘリコプター事故の8割が人的要因に起因しており※1、いかなる環境でも正しい状況判断を
行うためには飛行経験と同様に多様な訓練が必要です。皆様のより安全な運航のために、充実した訓練カリキュラムと当社施設を用いた
訓練をご活用下さい。
※1　平成13年～ 25年に発生した航空事故および重大インシデント統計 （平成25年12月発行運輸安全委員会ダイジェスト等より）

エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン　トレーニングセンターで行われる訓練の詳細は下記リンクよりご確認頂けます。
http://www.airbushelicopters.co.jp/support-and-service/training/catalogue2018/

計器飛行証明訓練のご紹介

訓練コース

EC135SIM TEM訓練（2018年度新設） 1日（学科訓練：2時間、FFS訓練：2時間） 随 時

EC135 ガイドライン オートパイロットあり（学科） 8日間（学科訓練：55時間） 6/18～6/27

EC135 計器飛行証明（学科） 10日間（学科訓練：70時間） 9/3～9/14

AS350 型式内移行（B3 → B3e）（学科） 2日間（学科訓練：10時間）

AS365 型式限定変更（N3+）（学科） 10日間（学科訓練：70時間）

4/23～4/24

5/7～5/18

EC135 二等航空整備士（学科） 12日間（学科訓練：84時間） 6/1～7/3
9/3～9/19

EC135 ガイドライン 8日間（学科訓練：55時間）＋実技訓練あり 4/9～4/18
7/9～7/19
1/7～1/17

EC135 10頁／
FFS 4頁

EC135 5頁

EC135 6頁

AS350 9頁

AS365 16頁

EC135 14頁

EC135 16頁

操縦士

整備士

技能証明 訓練日数（時間） 開催日程＊ 訓練カタログ記載頁＊＊

エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン・トレーニングセンターでは、2018年度の訓練コースを下記日程で開催致します。
操縦士・整備士の皆様を対象に、エアバス・ヘリコプターズ本社が開発した訓練教材を活用して、お客様のニーズを考慮した訓練カリ

キュラムを開発しました。
これらのコースは、同じクラスに複数のお客様がご参加されるグループ形式のため、通常よりも低価格でお申込み頂けます。さらに、

2017年12月31日までにご発注したお客様には、10%のお値引きの特別価格をご案内致します。是非この機会にお申込みのご検討願い
ます。訓練コースの内容など詳細につきましては、弊社カスタマーサポート部までお問い合わせ下さい。

●整備士向け「EC135ガイドライン学科」に実技訓練を追加することが出来ます。実技訓練の日程調整は、カスタマーサポート部が承ります。 
●TEM訓練はお客様のご要望を伺って、日程を決めさせて頂きます。日程調整が必要となりますので、余裕をもってご連絡下さい。

＊ 開催日程は、お申込頂いたお客様の実技訓練等との兼ね合いにより、前後する場合がございます。最新の日程は、カスタマーサポート部までお問い合わせ下さい。
＊＊ 訓練カタログをご希望のお客様は、カスタマーサポート部までお問い合わせ下さい。
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航空安全ロードショー
Av ia t i on  Sa fe t y  Roadshow

2017 年10 月3日～ 4日、東京（新木場）と大阪（天王寺）にてAviation Safety Roadshowを開催しました。本活動は、ヘリコプター
オペレーションの安全性を高める活動の一環として、「事故の統計、安全の概要、Safety Management Systemの概論と実践、リスクマネ
ジメント等」の内容をご紹介すると共に、航空安全を促進するネットワークプログラムを強化する事を目的として、昨年より各お客様を訪問
しております。今回、新たな取り組みとして、東京および大阪地区で安全管理、安全推進に携わっているご担当者様に対して合同で実施致
しました。東京会場では、定員を上回るお客様にお申込み頂いた為、午前、午後の2セッション設けさせて頂きました。

参加頂きましたお客様からは、「安全推進の重要性を再確認できた」、「異なった環境で運航されている各社の安全に関する取り組み状況等
が聞ける良い機会となった」、「個別の訪問形式での開催について検討したい」等のご意見を頂きました。また次回開催のリクエストもお受け致
しました。今後、各お客様へのご訪問、また他地区での開催に関して、開催場所や日時等を調整させて頂きながら、引き続き実施して参ります。
多くのお客様にご参加頂き、改めてお礼申し上げます。

Aviation Safety Roadshow（航空安全ロードショー）開催

エアバス・ヘリコプターズは IHST（International Helicopter Safety Team）およびEHEST（European Helicopter Safety Team）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活動を推進しており、IHSTおよびEHESTのウェブサイトにて、Safety 

Management Toolkitや訓練リーフレット等を無料で提供しています。また、翻訳版訓練リーフレットについては、日本ヘリコプタ協会およ
びAHEST（Asia Pacific Helicopter Safety Team）のウェブサイトにて提供されており、HE10、HE11が新たに加わりましたので是非ご
活用下さい。

EHESTツールキット、訓練リーフレットのご紹介

HE1

HE2

HE3

HE4

HE5

HE6

HE7

安全に対する配慮
ヘリコプターエアマンシップ
場外離着陸場におけるオペレーション
意思決定
訓練におけるリスク管理
ヘリコプター飛行訓練におけるシミュレーターの優位性
山岳・丘陸地帯におけるヘリコプターの運用技術

スレット＆エラーマネジメント（TEM）の原則
オートメーションとフライトパスの管理
模擬飛行訓練装置（シミュレーター）での教育及び試験
ヘリコプターでの非常操作及び異常操作の訓練および試験
ヘリコプターの性能（現在翻訳中）
有視界（VMC）飛行における天候の脅威（現在翻訳中）

HE8

HE9

HE10

HE11

HE12

HE13

（Safety Management Toolkit）
https://essi.easa.europa.eu/ehest/

（訳版の訓練リーフレット）
http://helijapan.org/index.html

http://www.asiahst.org/safety-resources.html　

http://www.asiahst.org/safety-resources.html
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Av ia t i on  Sa fe t y  Roadshow

インフォメーション
I N F O R M A T I O N

エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは、9月11日～ 12日、第4回目となる『カスタマー・シンポジウム2017』を開催しました。ご参加
頂きましたお客様に、改めて厚くお礼申し上げます。当社は定期的にカスタマー・シンポジウムを開催し、お客様に製品、サポート＆サービ
ス、技術および安全といった様々な最新情報をご案内しております。今年は、各機種の技術アップデートに加え、海外オペレーターを招き、
海外での運用事例の講演やお客様との意見交換の場を設けました。またAH/AHJフリートークラウンジでは、O.R.I.O.N.、WebTEK、
CVFDR、M’ARMSの取扱いについて、実際にお客様に操作して頂く形でご紹介し、ご好評頂きました。

シンポジウムは当社にとって、お客様と実際にお会いし意見交換を行い、お客様が必要とするもの、または直面している問題などをしっ
かり受け止める事が出来る大変貴重な機会です。お客様が安全で効率よく機体の運航が出来るよう、今後とも最良のソリューション、そし
てより良いサポートを提供して参ります。

カスタマー・シンポジウム２０１７開催

各種アンケートでお客様から頂いたご要望に対応するため、神戸空港事業所エント
ランスに、ノートパソコン1台とプリンターを設置致しました。インターネット閲覧、書
類作成、印刷やコピーにご利用頂けます。
ご利用の際は、受付に設置された利用台帳に御社名とお名前をご記入願います。

お客様用PCおよびプリンターの設置

■神戸空港「空の日」イベント
日程：2017年11月5日（日）
場所：神戸空港
http://www.city.kobe.lg.jp/information/press/2017/09/20170919172502.html

■第24回 日本航空医療学会総会・学術集会          
日程：2017年11月10日（金）～ 11日（土）
場所：八戸グランドホテル
http://www.hospital.hachinohe.aomori.jp/jsas/

参加・出展予定イベント

■第53回2017年国際放送機器展（Inter BEE 2017）
日程：2017年11月15日（水）～ 17日（金）
場所：幕張メッセ
http://www.inter-bee.com/ja/

【利用時間：平日9:00～ 17:30】

した。またAH/A// HJフリートークラウンジでは、O.R.I.O

て頂く形でご紹介し、ご好評頂きました。
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