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C O N T E N T S

春風のさわやかな季節を迎え、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し
上げます。

エアバス・ヘリコプターズは今年3月、米ラスベガスで開催された「HAIヘリ・エキス
ポ2018」にて50機を超える受注を発表し会期を終了しました。会期中の受注は、世界中
から幅広い製品を網羅し、新世代ヘリコプターH160の北米市場での初受注を含みます。
さらに、H145そしてH125シリーズへの着実な受注獲得は、同機の優れた性能と評判の
高さを強く示しました。日本国内のお客様からも合計5機のご発注を頂き、華やかな新
年の幕開けとなりました。

納入に関しましては、今年初めに福岡市消防局と熊本県にドーファンファミリーから、
AS365N3+を各1機ずつ納入しました。今後、消防防災ヘリコプターとして必要とされる
幅広い任務に大きく貢献することを願っております。現在、日本国内では合計55機の
ドーファンファミリーが運用されており、警察、消防防災、救急搬送、報道取材など幅広
い任務に対応しています。高い航続性能が求められる国内の任務において、高速飛行性
能を持つAS365N3+ヘリコプターは、引き続き高い評価を頂いております。

日本国内での幅広いミッションにおいて、弊社の機体が重要な役割を果たしていること
を大変光栄に思います。長年にわたる良好な関係を築いてきたお客様、そして新規のお客
様との契約を年初めに発表できることは、とても喜ばしいことです。今後数ヶ月の間にも多
くの受注が予定されております。お客様の事業拡大のサポートに尽力するとともに、私たち
は弊社ならではのトータル・サポートを引き続き提供してまいります。

皆様の日頃のご愛顧に感謝し、安全運航のためにさらに努力い
たします。

新年度を迎え、お忙しい毎日かと存じますが、季節の変わり目、
どうかご自愛ください。

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・ヘリコプターズはこのほど、北米市場で新たに4 機のACH160の追加受注を発表しました。ラグジュアリーでスポーティな
“スタイレンス”インテリアを備えたACH160 を1 機、そしてオーダーメイドのように仕立て上げる“エクスクルーシブ”仕様を3 機受注し
ました。ACH ならではの高品質なインテリアはお客様の好みに合わせてカスタマイズが可能で、お客様のご要望に合わせた特別な1機を
発注することが可能です。ACH160の最先端のデザインと最新技術は乗客にビジネスジェットのような快適な飛行を提供します。ヘリコプ

ターブランドACHにはACH160の他にもACH130、
ACH135、ACH145、ACH175仕様がございます。
これらの機種をタブレット端末上でご覧いただけるア
プリケーションをご紹介します。
「ACH Yacht Interface」※と呼ばれるアプリケーショ
ン上で、機体性能等が確認できる他、カメラ機能を使用
しAR（Augmented Reality）も体験頂けます。
アプリケーションの上で「AR」を選択し、カメラ起動
後、本ニュースレター裏表紙の画像をタブレット端末画
面上の「H」マークに合わせて頂くと、立体的に浮かび上
がる機体を楽しむことができます。是非お試しください。

※「ACH Yacht Interface」アプリケーションはタブレット端末専用
です（iOS、Androidに対応）。スマートフォン、PCには対応して
おりません。

2018年2月末現在、世界中で277機以上が報道取材用ヘリコプター
として活躍しています。日本国内では80機以上、アメリカに次いで世界で
2番目に大きい数字です。その割合は世界中の運航機体数の約30%を
占めております。国土面積に占める運航機体数の割合は他国に比べ非常
に高く、国内の最新のニュースを提供するために日々活発な競争が行わ
れている市場と言えます。国内の報道取材機市場において、エアバス・ヘ
リコプターズ社製のヘリコプターは2017年末現在52機が運用されてい
ます。海外ではH125シリーズ等の小型単発機が多く運用されている反
面、日本ではH135シリーズやAS365シリーズなど、より高い飛行性能
を持つ双発機が人気です。その中でもH135シリーズが23機運航中で、
圧倒的なシェアを誇っています。同シリーズは、1996年に運用が開始とな
り、2018年1月に1300機目が納入され、総飛行時間は450万時間以上
にのぼります。
エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは、米ラスベガスで開催された「HAIヘリ・エキスポ2018」会場にて、中日本航空株式会社にとっ
て20機目となるH135小型双発ヘリコプター 1機の契約調印式を行いました。調印式にて中日本航空株式会社航空事業本部資材補給室 

柴田剛室長に次のようにH135シリーズの魅力をお話し頂きました。「私たちは、弊社の保有機体数の拡大とともに、20機目となる新型の
H135の導入を大変嬉しく思います。数十年にわたり、エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンと良好かつ強い関係を築いてきました。H135

はドクターヘリ、報道取材など幅広い任務にて非常に優れたパフォーマンスを発揮します」
今後、2020年東京オリンピック・パラリンピックを控える日本において、H135をはじめとするエアバス・ヘリコプターズの報道取材機

のさらなる活躍が期待されます。
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H160プロトタイプ2号機が、米ラスベガス「HAIヘリ・エキスポ
2018」会場にてデモフライトを実施しました。H160はエアバス・ヘ
リコプターズの最新技術が集約された機体です。H160は68の特許
とエアバス・ヘリコプターズの最新の技術革新を統合し、フルコンポ
ジット製の機体や低騒音のBlue Edgeブレードそして視界の広い
キャビン設計により快適な飛行を実現します。またヘリオニクス搭載
のH160は、パイロットのワークロードを軽減し、安全性の向上を図
ります。エアバス・ヘリコプターズは設計から生産までの工程を見直
し、H160は機体受領の24 週間前までミッションに応じた機体仕様
の選択が可能となります。マーケットの需要に合わせて、納入準備の
最後の段階まで柔軟に対応できます。

H160プロトタイプ2号機は「HAIヘリ・エキスポ2018」終了後、米グランドプレーリーにあるエアバス・ヘリコプターズの施設で米国
連邦航空局（FAA）の認証に向けた準備を始めます。同機は今年7月まで、米コロラド州デンバー近郊で高温・高高度試験を行い、その後
は他の2機のプロトタイプとともに仏にて機体の認証取得と成熟度向上のための試験を実施します。

エアバスは、多様な都市の交通手段に3次元的な空間の広がりを加えることで、交通混雑を緩和し、私たちの日常生活を改良する輸送
システムを開発します。将来の運用に向けて、様々な企業、団体とパートナーシップを組み、現在複数のプロジェクトを進行しています。

【シティエアバスCityAirbus】
主要都市での運用を想定した自動垂直離着陸機「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可能にします。運用費用を
抑え、量産が可能。そして環境負担の低い未来の交通手段です。
【バハナVahana】
都市の交通渋滞を解決するために開発中の一人乗りの自動垂直離着陸機「バハナ」
今年1月下旬に米オレゴン州ペンドルトンで初めてのフルスケールサイズでの飛行試験を実施しました。飛行試験では、5mの高さまで
飛行することに成功しています。
【ブームVoom】
世界有数のオンデマンド・ヘリコプターサービス「ブーム」。携帯電話のアプリケーションを通じ、ヘリコプターを移動手段として予約で

きるサービスです。2017年4月にブラジル・サンパウロで運用開始し、すでに数千人以上の乗客が利用しています。さらにエアバス・ヘリ
コプターズは、今年3月初旬に米ラスベガス「HAI ヘリ・エキスポ 2018」にて、Fly Blade, Inc.（以下Blade）との業務提携を発表しまし
た。Bladeは2014年に事業を開始し、米国内でのヘリコプターによる輸送サービスを行っています。離陸から着陸まで快適な飛行体験を
提供しています。
【スカイウェイズ Skyways】
エアバスが開発中の無人航空機「スカイウェイ

ズ」。今年初めに、シンガポール国立大学にて初の
テスト飛行を完了しました。シンガポールの郵便
事業会社シンガポール・ポストもプロジェクト・
パートナーとなり、宅配物を輸送するための無人
航空機システムの運用実現を目指します。当プロ
ジェクトはシンガポール民間航空庁と共に2016

年から開始され、航空運送事業の安全性、効率
性、そして環境に優しい持続性のある空中輸送手
段として開発されました。「スカウェイズ」の研究、
開発は順調に進んでおり、今年上半期中にシンガ
ポールの一部地域で試験運用予定です。
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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、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2018年4

月1日～ 2019年3月31日の1年間です。今後とも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へお問い合わせください。

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
適用される基本的な条件です。主条項および個別補足書で構成されています。今回の改訂では、「ソフトウェアサービス（SaaS）に適用さ
れる個別補足書」を追加しました。これは、Fleet Keeper®と呼ばれるウェブベースのテクニカルログブックとモバイルアプリケーションの
ソフトウェアサービスで、お客様のペーパーレス運用に寄与します。また、主条項ではコンプライアンスに関する内容（例：マネーロンダリ
ング防止法への順守）を更新しました。標準販売条項は、弊社ホームページ（http://www.airbushelicopters.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ください。

Heli Presenceは世界中のカスタマーセンターとサービスセンターに関する情報を、いつでも確認することがで
きるアプリケーションです。簡単な操作で、所在地や提供可能な整備、修理、訓練などの情報をご覧いただけます。
Heli PresenceはApp StoreもしくはGoogle Playからダウンロードが可能です。また、下記エアバス・ヘリコプ
ターズのホームページからもご利用いただけます。
http://www.airbus.com/helicopters/global-presence.html

是非、お試しください。

このたびエアバス・ヘリコプターズよりデザインが改良された、新しい燃料センサーをご紹介いたします。既存のセンサーより水に対して
過剰反応せず、燃料に水が混入した際、より高精度なセンサーで計測を行えます。2018年6月から出荷予定ですが、今回2018年12月末
受注確認分までを対象に、同センサーのキットに特別販売価格を設定させて頂きました。下記ご参照の上、ご不明な点等ございましたら、
カスタマーサポート担当者へお問い合わせください。

【改良型燃料センサー】　キット部品番号（P/N L284M30C1966）に含まれるもの
●P/N L284M30C1007 FUEL SENSOR MAIN TANK ×2
●P/N L284M30C1008 FUEL SENSOR SUPPLY TANK ×2

（O-rings P/N MS28775-032は含まれません）

【キット特別販売価格】
3,553,430円（税別）＊　通常の2018年度標準販売価格は、4,180,510円（税別）
＊2018年12月末受注確認分までを対象

【既存の燃料センサー】
下記センサーは、今年中に部品供給が終了する予定で、その後は新しいセンサーに移行します
●P/N L284M30C1005 FUEL SENSOR MAIN TANK
●P/N L284M30C1006 FUEL SENSOR SUPPLY TANK

（適用：同機種製造番号250以降の機体）
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SB EC135-62-039のご紹介
SB EC135-62-039 “Retrofit of the improved trim tabs”
メインローターブレードのトリムタブを新しくすることで、トリムタブのクラック発
生のリスクを低減することを目的とします。新しいトリムタブに交換するためには、従
来のメインローターブレードの取り付け穴を塞ぎ、新たに穴を開け直す作業が発生し
ますが、トリムタブを最新のものにすることで、将来起こりうるクラックの防止に高い
効果を発揮します。

概算工数：約13工数（エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンで改修を実施する場合）
価　　格：約162,150円（エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンで改修を実施する

場合。メインローターブレード1枚［トリムタブ 2枚］に対してSBを適応
する際の金額になります。）

1  Boreholes dia. 2.5mm
2  Trim tab
3  Main rotor blade 

L621M1021201

SB 53-00-61（AS365）および56-008（H155）のご紹介
SB No.53.00.61（AS365）およびNo.56-008（H155）“Installation of protection film on the windshield”に関して
左右のウィンドシールド外表面に保護フィルムを貼り付けることで、跳ね上がってきた砂利や摩耗に対するウィンドシールドの耐性を強化
することができます。その効果によって、ウィンドシールドの亀裂
を予防し、AOG（Aircraft On Ground）のリスクを低減させます。
下記リンク先でご紹介する映像はEC225ですが、実際の作業風
景をご覧頂けます。作業工程はドーファンシリーズと同様です。

EC225の作業映像：
http://www.dailymotion.com/video/k6z059wWjpV2fq

kjNUQ

概算工数：約12工数
（エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンで改修を実施する場合）
価　　格：約816,960円
（エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンで改修を実施する場合）

MOD 07-24-C48のご紹介
MOD 07-24C48“ Lighting card support”

お客様から頂いたライティングカード・サポートパネルのク
ラックに関するご意見をもとに、このパーツを再設計しました。
これにより最も荷重がかかる部分に、1mm厚い補強材を追加
しました。従来のパーツと再設計されたパーツは互換性があ
り、改修などを行うことなく交換することが可能です。

概算工数：約10工数（エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンで
改修を実施する場合）
価　　格：約368,420円（エアバス・ヘリコプターズ・ジャパ
ンで改修を実施する場合）



2018 Issue 14  Apr/May/Jun
6

H I G H L I G H T

特集

エアバス・ヘリコプターズは、世界の各主要地域にて年に数回カスタマー・フォーカス・グループを開催しております。ヘリコプターのオ
ペレーションに関するお客様のご意見、問題点についてお伺いし、サービス改善につなげることを目的としております。エアバス・ヘリコプ
ターズ本社の技術者を囲みながら、様々な議論を行い、機体やサービスの他、幅広い範囲にわたって活発に協議します。数多く頂いたご意
見のなかで、Service Bulletinに関する改善事項をご紹介いたします。内容をより分かりやすく、というお客様のご意見を反映し、以下のよ
うに改善しました。 詳細に関しましては、2018年2月2日付の、IN 3218-I-00をご覧ください。カスタマー・フォーカス・グループにご協
力頂いたお客様に改めまして、厚く御礼申し上げます。

■SBのカテゴリー分け
１ページ目にSBのカテゴリーを記載し、一目でどのような内容であるか示します。

●Protective Measure : 運用中の事象に対応し、点検や制限の設定、または義務付けによって通常運航への復帰
  またはヘリコプターの安全性を確保する
●Corrective Measure : 通常、改修の実施によってProtective Measureをキャンセルする
●Product improvement : 運航中の機体に改修を実施することで、ヘリコプターの性能や信頼性を向上させる
●Obsolescence Management : 既存の装備品が入手できなくなることに対応し、新たな装備品の使用を可能にする
●Maintenance improvement : ヘリコプターの定期整備又はダウンタイムを低減し、整備コストを削減する
●Optional equipment/Installation : お客様の要望に応じて、追加装備品を取り付ける

■概要
１ページ目の概要（Summary）に、当SBの目的と
内容情報を最大限明記します。
　
■“BEFORE/AFTER”の写真や図
可能な限り“BEFORE/AFTER”の写真や図を掲載

します。

SBのカテゴリー
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■ハイパーリンク
本文と図の間にハイパーリンクを設定し、閲覧性を向上させます
（PDFでの閲覧時のみ）。

クリックすると図へ移動します。

クリックすると本文へ移動します。

マニュアルに関する契約内容について、Keycopterよりご確認いただけますので、ご案内いたします。

【ご確認方法】
●Keycopterにアクセスし、TECHNICAL PUBLICATIONS > O.R.I.O.N&PDF MANUALSへアクセスします。

●画面左上の　 　をクリックすると（①）、右側のPUBLICATIONS CONTRACT欄に機種ごとの契約がリスト表示されますので、ご覧に
なりたい契約をクリックします（②）。

①

②
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航空安全
A V I A T I O N  S A F E T Y

●次に表示される画面で　 　 をクリックする（③）と、現在のご契約内容が表示されます（④）。

●③ ●④

※確認方法についてご不明点等ございましたら、弊社カスタマー・サポート部（03-5414-3339）
またはTech-pub担当者（078-306-4495）へお問い合わせください。

エアバス・ヘリコプターズ社は、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促
進活動を推進しています。お客様訪問時などに IHSTおよびEHEST等が発行されている安全に関
するビデオ、訓練リーフレット、安全情報等の翻訳版、および航空安全ロードショーのビデオ等を無
料で提供いたします。また本年も、右記の通り主要都市、各お客様の事業所や大学等で“Aviation 

Safety Roadshow（航空安全ロードショー）”の開催を計画しております。

A V I A T I O N  S A F E T YA VA VA VA VA VA V I AI AI AI AI AI A T IT IT IT IT IT I O NO NO NO NO NO N  S      

［翻訳版の訓練リーフレットへのリンク］
日本ヘリコプタ協会 http://helijapan.org/index.html

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

開催地
札　幌
仙　台
長　野
名古屋
広　島
福　岡

開催日（予定）
5月16日
5月17日
5月23日
5月22日
5月25日
5月18日配布物のご紹介

■DVD：AVIATION SAFETY （安全文化の醸成）
　お客様訪問時にお配りいたします。

■翻訳版訓練リーフレット
［英語版：Safety Management Toolkit］

https://essi.easa.europa.eu/ehest/
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インフォメーション
I N F O R M A T I O N

2018年度に開校予定の訓練コースを改めてご案内いたします。
前号でのご案内以降、多くのお客様にお申込み頂き、残席数も残りわずかとなりました。新規設定したコースも追加記載しておりますの

で、ぜひご検討ください。また、弊社では国土交通省が定めるドクターヘリ運航を行う操縦士の乗務要件及び訓練要件に適合する「TEM訓
練」も提供しております。こちらはフル・フライト・シミュレーターの優位性を活かしたエアバス・ヘリコプターズ・ジャパンが独自に開発し
た訓練内容で、お申し込みは随時お受けいたします。各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へお問い合
わせください。

技能
証明

操縦士

整備士

訓練コース 訓練日数（時間） 座席数開催日程＊1 訓練カタログ
記載頁＊2

EC135SIM TEM訓練
（2018年度新設）

1日
（学科訓練：2時間、FFS訓練：2時間）

8日間
（学科訓練：55時間）＋実技訓練可＊4

10日間
（学科訓練：70時間）

2日間
（学科訓練：10時間）

15日間
（学科訓練：105時間）

10日間
（学科訓練：70時間）

8日間
（学科訓練：55時間）＋実技訓練可＊4

随時

6/18～6/27
2019/1/21～1/30
（新規設定）

9/3～9/14

4/26～4/27

7/23～ 8/10（新規設定）

5/7～5/18

4/9～ 4/18
7/9～ 7/19
2019/1/7～ 1/17

EC135 10頁
FFS 4頁

EC135 5頁

EC135 6頁

AS350 9頁

AS365 14頁

AS365 16頁

EC135 16頁

EC135ガイドライン
オートパイロットあり
（学科）

EC135計器飛行証明
（学科）

8日間
（学科訓練：55時間）＋実技訓練可＊4

5/28～ 6/6（新規設定）
10/1～ 10/11（新規設定）

EC135 5頁EC135ガイドライン
HELIONIX（学科）

AS350 型式内移行
（B3 → B3e）（学科）

AS365 一等航空整備士
（N3）（学科）

AS365 型式限定変更
（N3+）（学科）

12日間
（学科訓練：84時間）

9/3～9/19 EC135 14頁

随時＊3

開催

6席　
8席

8席

キャンセル
待ち

3席

1席

2席
6席
6席

5席
6席

7席EC135 二等航空整備士
（学科）

EC135ガイドライン
（学科）

【備考】 ＊1 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へお問い合わせください。
 ＊2  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へお問い合わせください。
 ＊3  TEM訓練はお客様のご要望をお伺いし、日程を調整させて頂きます。余裕をもってお申込みください。
 ＊4  実技訓練（FFSを含む）を引き続き行う場合は、別途日程の調整が必要になりますので、カスタマーサポート部へお問い合わせください。

■ILA Berlin Air Show 2018　ベルリン国際航空宇宙ショー
日程：2018 年4 月25日（水） ～ 29日（日）
場所：ベルリン・エクスポセンター・エアポート
https://www.ila-berlin.de/en

■EUROSATORY 2018　ユーロサトリ   
日程：2018年6月11 日（月）～ 6月15日（金）      
場所：パリ・ノール・ヴィルパント展示場
http://www.eurosatory.com/

■EBACE ヨーロピアン ビジネス アビエーション
 コンベンション＆エキシビション    
日程：2018年5月29 日（火）～ 5月3１日（木）      
場所：ジュネーブ・パレエクポ
https://ebace.aero/

■Farnborough International Airshow 2018    
　ファーンボロー国際航空ショー
日程：2018年7月16日（月）～ 7月22日（日）      
場所：ファーンボロー空港
https://www.farnborough.com/
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