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製品／PRODUCT
新世代ヘリコプター、H160の量産初号機が初飛行を達成
VSR700デモンストレーター、自律飛行に成功
ハンガリー政府よりH225Mを16機受注
ドイツ連邦警察へH215を3機納入
ACH145“ライン”初号機、ブラジルのオペレーターへ納入
将来のアメリカ海軍訓練用ヘリコプターとしてH135を披露
世界146のオペレーターと約550機のデータを共有、
運用パフォーマンスの向上へ
リトアニア空軍、HCare Infiniteサービスの契約を更新
高速デモンストレーターRacer、基本設計審査を終了

航空安全／AVIATION SAFETY
「航空安全ロードショー」、2018年に国内で16回実施
2019年、安全文化の醸成活動計画

訓練／TRAINING
2019年度、訓練コース内容変更のご案内

サービス／SERVICE
2019年度分マニュアルサービス更新のお申込みについて
お客様専用サイト内「部品検索」および
「オーダー検索」機能について
お客様の満足度（CS）向上に向けた取り組み
Keycopterポータルサイト リニューアルのお知らせ
H215に関する航空従事者技能証明の限定について
マスター・サービシング・マニュアル（MSM）更新時の
事前情報提供に関して

インフォメーション／INFORMATION
参加・出展予定イベント

親愛なるお客様

春寒の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
寒さのなかにも早春の息吹が感じられるころ、皆様いかがお過

ごしでしょうか。
さて、私、ギヨム・ルプランスは2019年1月1日付けで同社の最
高執行責任者兼社長に就任いたしました。今後も営業本部長を
兼任し、営業部門およびマーケティング部門の活動を指揮します。
なお前代表取締役社長のオリヴィエ・ティリエは、6年を超える日
本での経験を経て、1月よりフランス本社のミリタリー・サポート・
センター長に着任しました。
エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは2018年、日本の民間お

よび官公庁ヘリコプター市場で引き続き受注機数でナンバー１
を獲得するとともに、ヘリオニクス装備のH135およびH225を
含む合計7機を国内の主要なオペレーターへ納入しました。また、
さきの「国際航空宇宙展2018東京」にて、神戸空港事業所に隣
接する敷地に格納庫を増築することを発表しました。今年6月着
工、11月竣工予定です。整備施設は60％増加し、最大40機ほど
の中型ヘリコプターが格納可能となります。神戸事業所は今日
までさまざまな技術、能力を構築し、大きな成長の可能性を秘め
ています。今後も拡大する需要への対応を責任をもってお応えし、
お客様へのサポート体制をより一層強化します。また安全運航そ
してサービスに対する満足度向上に向け従業員が一丸となりさ
らに尽力いたします。
今後も国内の航空産業界との強い協力関係を築き、航空安全
の推進と最新装備機器の導入のご提案など、運航にかかわる最
適なソリューションとともに国内で活躍するヘリコプターの有用
性を高めます。

皆様のご健康とご多幸を心からお祈りいたします。
本年もどうぞ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
最高執行責任者・社長　ギヨム・ルプランス
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エアバス・ヘリコプターズは2018年12月17日、本社マリニャンヌにて
H160量産初号機のデモフライトを行いました。同機は同月14日に初飛
行に成功し、2020年にH160のローンチカスタマーであるバブコックへ
引き渡されます。H160は現在2019年末の型式証明取得に向けて機体
の成熟度を高め、就航に向け準備されています。3機のH160プロトタイ
プの総飛行時間は1,000時間を超え、飛行テストキャンペーンの最終段
階にあります。H160の量産開始に向けて導入した改良点がヘリコプター
の卓越した飛行・操縦性能に影響がないことを実証しています。

エアバス・ヘリコプターズはこのほど、フランス南部のイストル空軍基地にて
VSR700のデモンストレーターの完全自律飛行を成功しました。今回の自律飛行
では今後フランス国内での運用に必要とする厳しい飛行規制への準備と安全シス
テムを確立することが目的です。VSR700デモンストレーターは30分にわたって
あらゆる飛行パターンを実行し、自律モードで着陸を成功しました。同機の操縦は、
基地内から行っています。

VSR700デモンストレーターは2017年5月に安全管理を行うパイロットが搭乗
し有人による飛行試験を実施しました。海軍および軍用任務の要件を満たすため
ディーゼル・エンジンが搭載され、新しい規制基準に適合するための自動飛行制御
システムが開発されました。エアバス・ヘリコプターズはこの新たな運用機能とと
もに開発計画を進めており、2019年にはプロトタイプ機の公開が予定されています。

VSR700は多様な機器を搭載し100海里先の一定の空域で8時間滞空・航行することが可能な軍用無人航空機システムです。
VSR700は海軍用に監視機能が増強され、既存の有人ヘリコプター部隊の機能を補完します。小型民間ヘリコプターであるギンバル社
製カブリG2ヘリコプターをベースに開発され、ディーゼル・エンジンの低燃費性能により運用コストが最適化されます。VSR700は同カ
テゴリー内において唯一無二の無人航空機です。小型艦艇から大型艦艇まで有人ヘリコプターとの同時運用を可能とし優れたパフォー
マンスを提供します。

エアバス・ヘリコプターズはこのほど、ハンガリー国防省と
HForceを装備した16機のH225M多目的ヘリコプターの発注
契約を締結しました。エアバス・ヘリコプターズは広範なトレーニ
ングとサポートもあわせて提供し、最高レベルの稼働率確保にむ
けて支援します。
エアバス・ヘリコプターズのブリュノ・エヴァン最高経営責任者

（CEO）は次のように述べました。「ハンガリー政府からの信頼
を得て、同国国防省の近代化プログラム『Zrinyi 2026』をサポー
トできることを感謝します。エアバス・ヘリコプターズは、ハンガリー
の専門家とパイロットたちの功績と熱意がこのプログラムを成功
へ導く鍵となると確信しています。H225Mは世界で最も要求の
厳しい防衛分野のお客様によって運用されている多用途機であり、
今回の契約はこのことをまさに実証しています。ハンガリー政府

は、先に発注したH145MそしてH225Mを連携して運用することで、ライト・ユーティリティー、戦術的輸送ミッション、戦闘時の捜索救
助任務までの主要な軍事ミッションすべてを経済効率の高い機体による運用が可能となります」
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エアバス・ヘリコプターズはこのほど、ドイツ連邦警察へH215を
3機納入しました。続いて4号機目を2019年6月に納入予定です。
H215は、2020年初めに運用が開始され、ドイツの沿岸沖での任務
を支援します。
ドイツ連邦警察は、現在42機のH135シリーズ、19機のスーパー
ピューマ・ファミリーおよび19機のH155、そして8機のH120を運用
し年間365日、国境警備、鉄道網の管理、海上警備と災害対応、VIP
輸送、救急医療サービスなどの幅広い任務を遂行しています。

H215は稼働率、性能、費用対効果において優れ、高度なアビオニ
クスとマルチミッション機能を備えた信頼性の高いプラットフォーム
を組み合わせたスーパーピューマ・ファミリーの大型双発ヘリコプター
です。エアバス・ヘリコプターズは世界の警察ヘリコプターのマーケッ

トリーダーであり、60ヶ国にて約300のオペレーターによって運用されています。国内においては、2020年初頭に1機のH215が警視庁
へ納入予定です。なお今号9ページにてH215の航空従事者技能証明の限定に関する通知をご案内しております。ご参照ください。

エアバス・ヘリコプターズは昨年10月、ブラジル・サ
ンパウロのカスタマーセンターにて、ACH145“ライン”
初号機をブラジルの民間オペレーターへ引き渡しまし
た。同オペレーターは過去26年間にわたりH135シリー
ズを含むエアバス・ヘリコプターズ製ヘリコプターを運
用しており、同機は4機目として導入されました。

H145は世界で220機以上が運航されおり、快適性
能と多用途機としてブラジル市場でも高い評価を得て
います。特に南米最大の航空ショーLABACE（ラテン・
アメリカ・ビジネス・アビエーション・コンベンション・ア
ンド・エキジビション）での展示以降、同クラスで最高
の双発機であるH145はブラジル国内での関心が高
まっています。

ACH“ライン”は、ACH“スタイレンス”の新たなモデルとして、人間工学に基いた快適性、防音性、そして革新的なデザインを特徴とし
ます。乗り降りしやすいスライド式のドア、そして広大なキャビンは様々な室内レイアウトを可能とします。今回納入されたACH145“ラ
イン”は、カーペットと調和したパーフォレーテッド・レザー仕様のシートを9席から10席、そして客室内の特別な塗装と最先端の空調シス
テムを備えています。内包型テールローター「フェネストロン」と新しいエンジン（Arriel 2E）に加え、パイロットのワークロードを大幅に
軽減する「ヘリオニクス」を搭載し、マン・マシン・インターフェース（man/machine interface）が最適化されています。そして安全性を
さらに向上させる全デジタル電子式エンジン制御装置（FADEC）と連携する4軸オートパイロットが装備されH145は、前モデル（EC145）
より大きく進化しています。ACH（Airbus Corporate Helicopters）は2017年の誕生以来、世界中に広がるエアバス・ヘリコプターズ
のカスタマーセンターのネットワークを最大限に発揮し、高品質で最高級そしてお客様にご満足いただけるハイエンドなVIPヘリコプター
の新たなスタンダードを確立していきます。

ハンガリー政府が選定した11トンクラスのH225Mは、最先端の通信機能が搭載されており、輸送、戦闘時の捜索救助、特殊任務に運
用されます。同機は最新のアビオニクスと4軸オートパイロットシステム、優れた航続距離と積載能力を備え、最大28名搭乗可能です。
H225Mは空から地上への攻撃武装品と電子戦システムを装備し、最も要求の厳しいミッションの遂行が可能です。またナイトビジョン・ゴー
グルとの互換性により、あらゆる状況下での運用能力を備えています。

H225Mはこれまで88機納入され、世界中で運航されています。2006年にフランス空軍に最初に納入されて以来、総飛行時間10万
時間のマイルストーンを樹立しました。H225Mは、さまざまな軍用環境下で、その飛行信頼性と耐久性が証明されています。
多用途機として活躍するスーパーピューマ・ファミリーは現在、フランス、ブラジル、メキシコ、マレーシア、インドネシアおよびタイに

て軍用機仕様として運航されております。このほどクウェートとシンガポールからも受注を獲得し、また今年初めインドネシア空軍と8機
の追加契約を締結しています。納入においては昨年10月にタイ王国空軍（RTAF）に7号機と8号機を引き渡しました。
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エアバス・ヘリコプターズは、2018年10月下旬にフ
ロリダ州ペンサコーラの海軍航空基地にて開催され
た「フリート・フライイン（Fleet Fly-In）」航空イベント
にて、アメリカ海軍の将来の訓練用ヘリコプターとし
て、市場をリードする多用途機H135を披露しました。

H135は4軸オートパイロットや片発での飛行OEI
（One Engine Inoperable）トレーニングモードな
どの最先端技術を搭載しています。アメリカ連邦航空
局の計器飛行方式が認定された同機は、水上におけ
る視界不良環境下でも海軍パイロットのトレーニング
ミッション遂行のための理想的なプラットフォームを
提供します。
優れた操縦性能、操縦席からの視認性の高さ、高度

な安全機能や航続性能など卓越した性能を備えたH135は、ドイツ、スイス、イギリス、オーストラリアで軍事訓練用ヘリコプターとして、
国内においては練習機として世界13ヶ国で130機以上が運用され、総飛行時間30万時間を超えています。H135シリーズの運航機数は
世界60ヶ国以上で1300機を超え、総飛行時間は480万時間以上にのぼります。
エアバス・ヘリコプターズの最新鋭アビオニクスシステム「ヘリオニクス」を搭載したH135は、飛行中のパイロットの状況認識を向上し
パイロットのワークロードを軽減し、最適化されたメインローターおよびフェネストロンによりさらなる安全性の向上に貢献します。エアバス・
ヘリコプターズ・ジャパンは昨年よりヘリオニクス装備のH135を国内のお客様へ納入しています。

エアバス・ヘリコプターズは世界146のオペレーターと約550機の運航に
かかわるデータを共有し、実用的なデータ運用によってヘリコプターのパフォー
マンス向上を目指しています。救急医療サービス（EMS）、警察、消防防災、
オイル＆ガス事業、人員輸送、プライベートおよびビジネス輸送で活躍する
H125、H130、H145、H155、H175、H215、H225が含まれます。
エアバス・ヘリコプターズと現在共有されているデータソースは、最新
鋭アビオニクスシステム「ヘリオニクス」、HUMS（Health and Usage 
Monitoring System）、フリートキーパー・デジタルログブックなどが対象で
す。エアバス・ヘリコプターズはこのほどMROソフトウェア・プロバイダーの
MRX Systems、Rusada、RamcoそしてTraxxallとのデータ共有にかか
わる契約を締結し、デジタル化された整備データの共有も開始しました。
データ共有を開始したオペレーターは、デジタル化された飛行記録などの分析データサービスに無償でアクセス可能となります。よ

り深い見識を求めるオペレーターはHCareコネクテッド・サービスを導入
することで、ベンチマークとなる類似した運用情報をもとに、将来の起こり
得る事象を予測分析することができます。
例えば、FlyScanと呼ばれる整備にかかわる予測システムは、HUMS

の振動データ分析とともに障害が発生する前に部品交換を促します。そ
れによりAOGの回避、機体稼働率の向上、メンテナンスの負担軽減に貢
献します。FlyScanは2017年に始動して以来、10社のオペレーターに
よって44機に運用され、各オペレーターは年間1件のAOGを未然に防
いでいます。エアバス・ヘリコプターズの包括的なデジタルサービスは、
軍用ヘリコプター向けにSmartForce、そして民間ヘリコプター向けに
Skywiseを提供しています。エアバス・ヘリコプターズはデジタルデータ
の共有によってより安全で効率的なヘリコプターの運航をサポートします。
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エアバス・ヘリコプターズは2018年末、リトアニア空軍
（以下LAF）とHCareマテリアル・マネジメント・サービ
スの1つであるHCare Infiniteサービスの契約を更新し
ました。LAFは2015年に3機のAS365 N3+を導入し、
捜索救難任務に運用しています。HCare Infiniteサービ
スを適用後、過去3年間にわたる3機の機体稼働率は平均
97％を達成しました。契約当初に設定した稼働率80%以
上を大きく上回っています。
リトアニア空軍のシャウレイ空軍基地の大佐は次のよう
に述べています。「3機のAS365 N3+の機体稼働率は
エアバス・ヘリコプターズと設定した数値をはるかに超え
る97％を誇り、その結果我々は24時間体制で捜索救難任
務を遂行することができました。今回の更新によって今後
も継続的に高い稼働率を確保できることを期待します」
エアバス・ヘリコプターズのマチュー・ルヴォ上級副社長・サポート＆サービス担当は次のように述べました。「HCare Infiniteのように
パフォーマンスを確約するサービスは、お客様との長年にわたる信頼関係を築くという我々の目標を支えるものです。本サービスにより
LAFは効率的な捜索救難任務にすべてのリソースを集中させることができ、それ以外の運航にかかわる必要なサポートはエアバス・ヘリ
コプターズが引き受けます」
エアバス・ヘリコプターズのHCareは、マテリアル・マネジメント・サービス、機体整備、技術支援、訓練運航支援、デジタル・アプリケーショ

ンの5つ分野で構成される、最も幅広いアフター・サポート・サービスです。なかでもHCareマテリアル・マネジメント・サービスは、必要と
されるパフォーマンスを確約し包括的なソリューションを提供するHCare Infinite、お客様毎のニーズに合わせ飛行時間に応じた料金体
系のHCare Smart、そして部品やサービスを個別に購入可能なHCare Easyの3つのパッケージを提案しています。定期・不定期整備
部品の専用在庫を用意し、また在庫の管理から技術スタッフの駐在など、HCareは、世界中のお客様に常時支援を行うサービスとして、様々
なご要望にお応えします。
国内では民間機オペレーターの他、陸上自衛隊や海上自衛隊、海上保安庁などの官公庁のお客様にも同サービスを運用いただいてお

ります。部品調達にかかわる事務手続きが簡素化され、予算管理の負担が軽減されたなど、高評を得ています。
エアバス・ヘリコプターズはお客様の機体稼働率の向上を目指し、最適なサービスの提案と最高水準のサポートを提供します。詳細は
弊社カスタマーサポート部担当者へお申し付けください。

エアバス・ヘリコプターズは、高速デモンストレーター
Racer（Rapid And Cost-Efficient Rotorcraft）の開発
を順調に進めています。Racerは欧州の研究とイノベー
ションのための主要プログラム「ホライズン2020」におけ
る「クリーン・スカイ2」プロジェクトの一環として開発され
ています。高速性能、コスト効率性、持続可能性、任務遂
行能力をあわせもったヘリコプターです。
デモンストレーターは昨年、航空力学構造が認証され、
重要なサブシステムが基本設計審査を終了し、プロトタイ
プ用部品の製造開始に向けて準備が進められています。
2019年第4四半期にプロトタイプの最終組立が開始予定
です。
エアバス・ヘリコプターズは現在、パートナー企業と協

力し2020年に始まる「クリーンスカイ2」プロジェクトにおけるRacerの約200時間のデモ飛行に向け改良を進めています。「クリーンス
カイ2」プロジェクトはまず、Racerの飛行性能の開示、主要なパフォーマンス目標、高速性能、操縦性能、安定性および航空力学を評価
することに焦点を当てます。そして第2段階目に、救急医療（EMS）、捜索救助（SAR）、また人員輸送における機体の適合性を実証するこ
とを目指します。これらの任務においてRacerの高速性能と運航効率の向上は大きな付加価値をもたらします。2度目の飛行試験では、
高速デモンストレーターRacer特有の低騒音での飛行を成熟させる予定です。
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エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは2016年より各オペレーターや大
学等を訪問し、安全文化の醸成活動「航空安全ロードショー」をレクチャー・
ワークショップ形式で行っております。2018年は当社のエクスターナル・
セーフティー・オフィサーがご所望されたお客様（陸上自衛隊、消防、警察、
運送事業社等）、業界団体そして国内6都市（札幌、仙台、名古屋、長野、福
岡、広島）を訪問し、過去最大となる計16回の「航空安全ロードショー」を
実施し、約480名の安全管理・安全推進等に関わるご担当者にご参加いた
だきました。
「航空安全ロードショー」実施後には問題点の抽出や対策立案等の支援
を実施しています。下記のご意見、ご要望等を頂戴し、今後の取り組みに
活かして参ります。ご参加・ご協力いただいた皆様には改めてお礼申し上
げます。

（ご意見・ご要望等の抜粋）
● 安全に関する世界的な取り組みが認識出来た、問題点（ハザード）の抽出、
リスク分析およびフィードバック等はとても参考になった。

● CRM（Crew Resource Management）訓練やフライトシミュレーター
を活用した訓練等が、安全運航に有効であると認識した。

● グループ・ワークショップで他社、他団体の活動状況、および自社の安全
推進活動の不足点等を認識したので、今後の取り組みに活かしたい。

● 地方では安全に関する取り組みが少なく、この様な取り組みを継続的に
実施してもらいたい。

● 自家用運航等の少人数組織への安全文化の醸成（Safety Management 
System-SMSの導入等）について支援をお願いしたい。

「航空安全ロードショー」の開催時や各社訪問時には、訓練リーフレット、安全情報等の翻訳版、安全ビデオ、
そして安全の心構え等に関する資料をDVD（タイトル：「安全文化の醸成」）にまとめ共有しております。また、
飛行前リスク管理や整備に起因した海外での事故やインシデント情報等の新たな安全情報については、今後
も様々な機会を活用し提供いたします。

詳細に関してご質問等ございましたら、担当者までご連絡願います。
エクスターナル・セーフティー・オフィサー：竹内（078-306-4476）

レクチャーおよびワークショップ
（本田航空様ご協力のもと2018年9月実施）

安全文化の醸成活動に関して、関連省庁およびお客様からご相談やご要望をいただいており、航空業界全体にかかわる安全運航の確
保に貢献するべく、引き続き下記の取り組みを実行してまいります。

● 日本ヘリコプター安全チーム（JHST）の主要メンバーとして、関連省庁と連携した安全推進活動の促進
● お客様や関連団体にて、「航空安全ロードショー」の開催
● お客様の安全推進に関する取り組み（SMS導入、問題点抽出や対策立案等）の支援
● 小型航空機の安全運航に関する取り組み等に関して、各団体のご理解・ご協力を頂きながら参画
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Newsletter16号でご案内しました2019年度に開催する訓練コースについて、下記のとおり変更がございます。これにともない、訓練
カタログも更新いたします。新カタログに関しては、準備が整い次第ご案内させていただきます。

本年1月よりマニュアルサービス更新の申込み受付を開始しています。4月以降も引き続き最新のマニュアルをご利用いただきたく、
2月22日（金）までにお申込み手続きをお願いいたします。
なお、前回のニュースレター等でもご案内しておりますが、2019年度分のご請求書は6月頃に送付させていただく予定です。何卒ご了
承のほどよろしくお願い申し上げます。
【お問い合わせ先】
ご契約・請求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）
マニュアルに関するお問い合わせ ： テクニカルサポート室　眞鍋（078-306-4495）

いつもお客様専用サイトをご活用いただき誠にありがとうございます。同サイト機能に関してお知らせいたします。現在ご用意してい
る各種機能のうち、「部品検索」および「オーダー検索」については、新たなクラウドサービスへ移行作業中で3月よりサービス始動を見込
んでおります。ご利用中のお客様には大変ご不便をお掛けし誠に恐れ入ります。エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンはより良いサービス
実現に向けて準備して参りますので、何卒ご了承くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

技能証明 訓練コース 開催日程 掲載カタログ

整備士 EC135ガイドライン
〈学科〉（4月コース） 2019/4/8～4/17（8日間、55時間） 2019年度カタログ

EC135  P18

整備士 二等航空整備士
〈学科〉 2019/9/26～10/11（12日間、84時間） 2019年度カタログ

EC135  P14～P15

整備士 EC135ガイドライン
〈学科〉（11月コース） 2019/11/11～11/20（8日間、55時間） 2019年度カタログ

EC135  P18

整備士訓練コース 学科訓練 実技訓練 地上試運転訓練 実地試験
EC135ガイドライン
（4月コース） 55時間（8日間） 30時間（5日間） 12時間（2日間） なし

開催日程 4/8～4/17 4/18～4/26 ̶

二等航空整備士 84時間（12日間） 56時間（8日間） ※1 ※2
開催日程 9/26～10/11 10/15～10/25

EC135ガイドライン
（11月コース） 55時間（8日間） 30時間（5日間） 12時間（2日間） なし

開催日程 11/11～11/20 11/21～11/29 ̶

■変更前（Newsletter16号掲載事項）

■変更後（2019年2月改定）

※1　5日間を予定。ただし、お客様の実機を使用するため日程は要調整
※2　1～2日間を予定。ただし、日程は要調整

訓練のご用命、この度の変更内容に関するお問い合わせは、カスタマーサポート部担当者までお願いします。
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エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは、顧客満足度向上に向けた取り組みを定常的に実施しており、これまでニュースレターにて進捗を
ご報告しております。今号では2018年の取り組みの成果をご報告いたします。

1） 価格設定の見直し
訓練にかかわるお客様の負担を軽減する目的で以下実施いたしました。
● 公募訓練コースの設定

1人あたりの訓練費用を削減するために、公募訓練コースの開講とお客様へのご案内を実施いたしました。2018年は、前年よりクラス
数を増やし、計21回62名の操縦士・整備士の方々にご参加いただきました。公募訓練コースは、お客様独自のカスタマイズ訓練と比較し、
より安価に訓練を受講いただけます。2019年も引き続き公募訓練コースをご案内し、お客様の訓練費用の負担軽減に努めてまいります。

2） コンポーネントの修理・オーバーホールサービスの改善
コンポーネントの修理・オーバーホールサービスのTAT短縮を目的に以下実施いたしました。
● エクスチェンジ在庫拠点の設置
日本を含むアジア地域のお客様向けのエクスチェンジ在庫を、香港カスタマーセンターに新たに設置いたしました。

● 修理ベンダーとの直接契約
SAGEMやNSEなどの9社の修理ベンダーと直接契約を締結しました。これにより、お客様により短いTATでのサービスも選択し
ていただけるようになりました。実施した修理においてはTATが33%＊削減されました。
（＊NSE SWITCH SELECTOR, Falgayras HORIZON GYROSCOPICの修理等）

3） テクニカルサポート・技術図書サービスの改善
O.R.I.O.N.、WebTEKの操作方法の明確化、技術的回答の迅速化を目的に以下実施いたしました。
● 操作方法に関する動画の作成
操作方法を説明する動画をYoutubeに掲載しました。www.youtube.comの検索画面で「AHJ Information」を入力いただくと、
3つの動画（Keycopter、O.R.I.O.N.、WebTEK）をご確認いただけます。

●より迅速な技術的回答を目指して
エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは、技術サポートにかかわる回答率向上を全社目標として設定し、テクニカルサポート担当者の回
答率と質をモニターしております。また最終回答に至るまでの期間と返答内容に対するお客様満足度をモニターし、お客様のご要望
を満たす回答ができるよう注力しております。2018年は、5段階評価中平均4.9点＊＊と高い評価をいただきました。
（＊＊ 2018年評価件数187件）

なお、2019年3月から5月にかけて顧客満足度調査をあらためて実施させていただきます。対象のお客様には、営業担当者よりご連絡
いたしますので、ご協力の程何卒よろしくお願い申し上げます。今後も、全社一丸となってお客様のご期待に添える製品・サービスの提供
に努めてまいります。
本件に関するお問い合わせ：営業企画部　顧客満足担当 小野寺（03-5414-3408）

お客様に技術文書の閲覧や技術的お問い合わせ等でご利用いただいて
おりますKeycopterポータルサイトが、この度リニューアルいたしました。
新たなサイトでは、4つの主要な機能がございます。
● エアバス・ヘリコプターズの製品やサービスの最新情報へアクセスでき
るホーム画面

● お客様の機体データ、技術文書、エアバス・ヘリコプターズとのやり取
り等に一箇所からアクセスできる、カスタマイズ可能な画面

 （要ログイン）
● 全てのデバイスに対応し、スピードと稼働率が向上
● オンラインサービスの統合

操作方法について御不明点等ございましたら、お気軽に弊社担当までお
問い合わせください。
テクニカルサポート室：担当 眞鍋（078-306-4495）

Keycopterポータルサイト リニューアルのお知らせ
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■HAI HELI-EXPO 2019
日程： 2019年3月4日～7日
場所： ジョージア世界会議センター、
 アメリカ合衆国ジョージア州 アトランタ
https://www.rotor.org/Home/HELI-EXPO

■LIMA ’19
日程： 2019年3月26日～30日
場所： ランカウイ海事航空展覧会、マレーシア ランカウイ
http://www.limaexhibition.com/

■ International Paris Air Show 2019
日程： 2019年6月17日～23日
場所： ル・ブルジェ空港、フランス
https://www.siae.fr/en/

エアバス・ヘリコプターズは本年より、MSM第4章および5章に関する更新予定内容の事前通知を開始いたします。O.R.I.O.N.の
MSMの更新4～6週間程前に、Information Noticeを発行しお客様へ情報提供いたします。これにより、航空局承認手続きを含む
MSM更新にともなう整備作業計画をあらかじめ立てやすくなります。まずはエキュレイユ・シリーズ※から開始し、以降他機種にも適用予
定です。詳細に関してご質問等ございましたら、テクニカルサポート室（03-5414-3467）までお願いします。
※AS350 B, B1, BA, BB, D

限定する型式 限定する型式に該当する
航空機の型式

技能証明書の限定事項に
記載される型式

アエロスパシアル式
SA330型

アエロスパシアル式 SA330F型
　　　　同 SA330J型
　　　　同 AS332L型
　　　　同 AS332L1型

ユーロコプター式 AS332L2型

エアバス・ヘリコプターズ式 AS332L1型（AHCAS装備）

SA330

ユーロコプター式
EC225型 ユーロコプター式 EC225LP型 EC225

■整備士の資格に関わる型式

限定する型式 限定する型式に該当する
航空機の型式

技能証明書の限定事項に
記載される型式

アエロスパシアル式
SA330型

アエロスパシアル式	 SA330F型
　　　　同	 SA330J型
　　　　同	 AS332L型
　　　　同	 AS332L1型

ユーロコプター式	AS332L2型
　　　 同	 EC225LP型

エアバス・ヘリコプターズ式 AS332L1型（AHCAS装備）

SA330

■操縦士の資格に関わる型式

H215『エアバス・ヘリコプターズ式AS332 L1型（Advanced Helicopter Cockpit Avionics System装備 /AHCAS装備）』に関
わる航空従事者技能証明（操縦士・整備士）の取扱いについて、国土交通省航空局安全部運航安全課より『技能証明書の限定事項に記載
される型式は「SA330」で行うこと』との通知がありましたのでお知らせいたします。
現在「SA330」に限定する型式を保有している場合（例：AS332L／L1／L2型、操縦士の場合はEC225LP型を含む）、「型式限定変

更」ではなく、型式内移行訓練によりH215を扱うことが可能となりました。

H215に関する航空従事者技能証明の限定について

NEWSLETTER
2019 Issue 17  Jan/Feb/Mar

HELICOPTERS

インフォーメーション INFORMATION

9Airbus Helicopters Japan




