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親愛なるお客様
エアバス・ヘリコプターズはこのほど、お客様の安全運航のた
めに H135ファミリーのメインローターアクチュエータの点検を
求める EASB を発行しました。エアバス・ヘリコプターズ・ジャパ
ンと致しましては、お客様と密接に連携し、皆様のオペレーション
への影響を最小限にとどめるべく最善を尽くして参ります。
エアバス・ヘリコプターズは、アトランタで開催された HAI ヘリ・
エキスポ2019で、43機の新規受注を発表しました。今回の受注
には、民間市場向けヘリコプター全機種
（H125、H130、H135、
が含まれ、国内最大のスーパー
H145、H160、H175および H225）
ピューマのオペレーターである海上保安庁さまからの H225の1機
追加発注も発表いたしました。またベストセラーの多用途双発ヘリ
コプター H145の最新型をエアバスのブース内で初公開しました。
エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは、エアバス・ヘリコプター
ズ社製ヘリコプターおよび関連機器の販売と整備、修理体制の
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整ったセンター・オブ・エクセレンスを2009 年 4 月に設立し、今年

11 年目を迎えます。今後もお客様の安全運航、そして航空産業
界の発展へ貢献できるようにサポート体制を強化し、最大限の努
力をいたします。お客様には本年も顧客満足度調査にご協力い
ただきまして、厚く御礼申し上げます。お客様のご期待に添える
製品・サービスの提供に、引き続き努めてまいります。
今号では、新型機の発表に加え、ヘリオニクス装備の H135の納
入、飛行の未来を拓くエアバスのアーバン・エア・モビリティのご紹
介をいたします。また、新しい ｢お客様専用サイト
（コミュニティク
ラウド）
｣ のご案内、サポート・サービスおよび訓練の最新情報、そ
して本年の ｢航空安全ロードショー｣ の取り組みをお伝えいたします。
木々もすっかり芽吹き、新緑の葉が茂る季節となりました。季節
の変わり目、どうかご自愛ください。
貴社のさらなるご発展を心より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
最高執行責任者・社長

ギヨム・ルプランス

製品／PRODUCT
H145最新型をHAIヘリ・エキスポ2019にて公開

H160量産初号機、寒冷地試験を達成
H160、EMS仕様のキャビン・モックアップを初公開
ACH160、ヨーロッパおよびカナダにて新規受注を獲得
H225スーパーピューマ・ファミリーの高い運用実績
毎日新聞社、ヘリオニクス装備のH135を導入
エアバスの
「スカイウェイズ」
、
世界初となる陸上から船舶への自律輸送を実施
飛行の未来を拓く、エアバスのアーバン・エア・モビリティ
（Urban Air Mobility）
サービス／SERVICE
2019年度分マニュアルサービス、請求書の送付時期に関して
新しい｢お客様専用サイト
（コミュニティクラウド）
｣のご案内

2019年度部品価格表に関して
部品オーダー、受付締切時間に関するご案内
標準販売条項の一部改訂に関して
「アナリティックス・サービシス
（Analytics Services）」
のご案内
訓練／TRAINING
新訓練カタログ5月発送

2019年訓練コースのご案内
航空安全／AVIATION SAFETY
｢航空安全ロードショー｣、2019年の取り組み
インフォメーション／INFORMATION
マネー・ローンダリングに関する法令順守のご案内
参加・出展予定イベント
Airbus Helicopters Japan

1

HELICOPTERS

製品

PRODUCT

エアバス・ヘリコプターズは、アトランタで
開催された HAI ヘリ・エキスポ2019で、ベスト
セラーの多用途双発ヘリコプター H145 の最
新型を発表しました。同機はエアバスのブー
ス内で初公開されました。革新的な5枚ブレー
ドを備え、有効搭載量が 150kg 増加し、快適
性、シンプルさ、そして相互接続性が向上しま
した。
エアバス・ヘリコプターズのブリュノ・エヴァ
は次のように述べま
ン最高経営責任者
（CEO）
した。
「最新型の H145をアトランタのヘリ・エ
キスポで公開することができ、大変うれしく思
います。今回のアップグレードは、長年にわた
りお客様からフィードバックをいただいたおか
げです。私たちは、お客様のミッション成功に
貢献すべく、技術革新を迅速に市場へ送り出
す努力をしてきました。過去数十年にわたって
開発を続け、H145は素晴らしいヘリコプターになりました。オペレーターの製品への信頼そして継続的な支援に感謝いたします」
新型 H145は新しい5枚のブレードによって、最大離陸重量を3,800kg に引き上げ、有効搭載量を機体の空虚重量と同等に改良したため、
飛行性能が大幅に向上します。ベアリングレスの新しくてシンプルなメインローター設計は、メンテナンス作業を容易にし、ベンチマーク
としての H145の実用性と信頼性をさらに高め、同時に乗客と乗員の乗り心地を改善します。メインローターブレードの直径が小さくなり、
の統合
より狭いエリアでの運用を可能にします。また、ワイヤレスの機上通信システム
（Airborne Communication System – wACS）
により、オペレーターに新しいレベルの機内接続性をもたらします。飛行中もリアルタイムでの相互接続を可能とし、シームレスで安全な
データ通信を実現しました。
新型 H145の EASA 認証は2020年初めに予定されており、初号機の納入も同年中に計画されています。エアバス・ヘリコプターズは

HAI ヘリ・エキスポ2019期間中、H145最新型、10機の受注を発表しました。そのうち8機は、ウクライナ政府との契約締結です。2018
年にフランスとウクライナ政府間協定により合計55機の H125、H145および H225が発注され、うち8機を5枚ブレードの H145へ変更
する契約をこのたび交わしました。
有効搭載量、簡素化された整備作業、そして飛行快適性といった今回のアップグレードは、現行の H145 のお客様にも改修オプショ
は、改修オプションのローンチカスタマーとなりました。Rega は保有する7 機の
ンとして提供されます。スイス航空救助隊レガ
（Rega）

H145すべてを最新型の5枚ブレードへアップグレードすることを決定しました。同救助隊は15年以上にわたって、H145ファミリーを運
用しています。
と「ヘリ
H145は、2基のサフラン製エンジン Arriel 2E、デジタル式電子制御装置（Full authority digital engine control – FADEC）
オニクス」デジタルアビオニクス・スイートを搭載します。高性能の4軸オートパイロットが装備され、飛行安全性を高め、パイロットの作業
負荷を軽減するとともに、同クラス最高レベルの低騒音を実現します。
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エアバス・ヘリコプターズは今年2月、フィンランド北部において H160
量産初号機が寒冷地試験に成功したことを発表しました。本試験は機体
認証プログラムの一環として行われ、マイナス37度の環境下でも量産機
が設計通りの性能を発揮できることを検証する目的で実施されました。
最初の寒冷地試験はカナダにてプロトタイプ機によって行われています。
今回の試験では20 時間以上の試験飛行および長時間の地上試験、そし
てエアバス・ヘリコプターズ本社の置かれたフランスのマリニャンヌからフィ
ンランド北部の寒冷試験地までのフェリー・フライトを含んでいます。フィ
ンランドのエアバス社には、主に研究開発、エンジニアリング、ミッション
クリティカル・コミュニケーションを専門としたプロジェクト管理部門など

330人を超える熟練した従業員がいます。エアバス機は、民間航空機部
門ではフィンランド航空、ヘリコプター部門では EMS およびフィンランド国境警備隊など様々な任務において活躍しています。

H160寒冷地試験のビデオへのリンク：https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2019/03/airbus-h160helicopter-happily-handles-finlands-freezing-winter.html

エアバス・ヘリコプターズは、アトランタで開催された HAI ヘリ・エキスポ

2019にて、H160の EMS 仕様のキャビン・モックアップを初公開しました。こ
のモックアップはエアバスの長年のパートナーであるメトロ・アビエーションに
よって開発された、北米の航空医療サービスの需要に合わせたキャビン・コン
セプトです。メトロ・アビエーションのキャビン・コンセプトの特徴のひとつは、
複数のシステムの構成を可能にする機械加工されたアルミニウム製のキャビ
ンフロアです。機内には4つのレールおよび回転式の医療座席、モジュール式
医療用ラック
（ＭＭＲ）
そしてラジオ、オーディオ、タッチスクリーン式のオーバー
ヘッド・コミュニケーションパネルの搭載も可能とします。

H160は次世代の中型双発ヘリコプターとして、オフショア輸送、ビジネス
および VIP 輸送、公共サービスそして商用旅客輸送など様々な任務に対応し
ます。エアバス・ヘリコプターズは2020年に H160の運航開始を予定しています。
H160は同クラス最大のキャビンとスライド式ドアを備えており、ストレッチャーを配備し長距離輸送に優れた救急医療ヘリコプターと
して活躍が期待されます。HAI ヘリ・エキスポ2019にて公開されたキャビン・モックアップは H160のためにデザインされた一例で、航空
医療に必要とされる需要に合わせて、幅広いカスタマイズが可能です。全世界で飛行中の 2,500 機の EMS ヘリコプターのうち55％が
エアバス・ヘリコプターズ社製です。エアバス・ヘリコプターズは引き続き航空医療ヘリコプターの市場を牽引します。

エアバス・ヘリコプターズは 2017 年 5 月にヘリコプターブランド ACH
（Airbus Corporate Helicopters）を 立 ち 上 げました。さき の HAI ヘリ・
エキスポ 2019にて、ヨーロッパおよびカナダの顧客より ACH160 の新規
受注獲得を発表しました。ACH 仕様のヘリコプターは、品質、技術そして安
全面において最高水準のサービスを提供します。サポート体制においては、

HCare First を通じて、オペレーターの飛行時間や特定のニーズにあわせて、
プレミアム・サポートを提供いたします。ACH は2017 年に54 機、2018 年に
小型および中型ヘリコプター68機の受注を獲得しています。
エアバス・ヘリコプターズは 2018 年に15 機の H160 新規受注契約を発
表しました。3 機のプロトタイプの総飛行時間は 1,100 時間を越えました。

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、
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。ACH160は、低騒音で、高速での滑らか
な飛行を実現しインテリアも ACH ならではのカスタマイズも可能になるなど、プライベートおよびビジネス向けの高い基準を満たします。
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エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは 3 月、
海上保安庁から H225を1機追加受注したこと
を発表しました。これにより合計11機の H225
と2 機の AS332 が治安維持、領海警備、海難
救助、災害対応等の多様な任務で運用されま
す。H225 は最新の電子機器と最高レベルの

4軸オートパイロットを備えており、その卓越し
たオートホバリング機能は特にホイストミッショ
ン等で威力を発揮します。世界各国での運航
実績が実証する航続性能の高さと、同クラス
最大級の有効搭載量は人員・物資輸送や救難
救助用途に最適なヘリコプターです。また、要
人輸送用としても同ファミリーが運用され、そ
の高い信頼性が実証されています。2018 年
末現在、世界で244機が活躍しており、総飛行
時間は65万時間に到達しています。

H225はまた必要とされる即応能力の高さ
を証明しています。昨年末、海上保安庁へ6号機目となる H225が納入された直後、同機は救難活動に従事し23名を救助しました。
エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは、お客様の機体稼働率確保にむけてアフター・サポートもご提案しております。昨年7月に海上保
（FBH）
サービスを通じて、
安庁と H225に係る HCare Smart 契約を締結しました。HCare の部品サポート・サービス、Full By-the-Hour
2018年7月から H225の部品供給に関わる包括的なサポートを行っています。これにより部品のリードタイムが短縮、手配にかかる書類
が簡素化され、機体の稼働率向上が期待できます。また、実飛行時間に応じた料金体系のためメンテナンスにかかる費用の平準化が可
能です。この他にも訓練や技術支援などお客様の運航をトータル・サポートできる体制作りに向けて、引き続き尽力して参ります。

エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは、毎日新聞社にヘ
リオニクス装備の H135を引き渡しました。これを記念し、
新取材ヘリ安全祈願祭・命名式が 3 月 28 日、毎日新聞社
羽田格納庫にて行われました。
（現 H135）
同機は毎日新聞社が保有する3機の EC135
に追加導入され、AS350B の更新機として就航します。
毎日新聞社は、2010 年に共同通信社と連携し合同航空
取材を開始しました。2019 年 4 月より合計 4 機の H135
ファミリー（ EC135 および H135 ）が運用されることとな
り、合同航空取材エリアは日本全国へと広がります。今後、
東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会など、国
内での航空取材用ヘリコプターとしての活躍が期待され
ます。
新取材へり安全祈願祭・命名式、毎日新聞社羽田格納庫にて

新型の H135は操縦性能が向上し、同クラス最高のパフォーマンスを発揮し
ます。最新のアビオニクス「ヘリオニクス」を装備した H135 は、より多くの任
務に柔軟に対応できるようになり、操縦敏捷性が向上しました。エアバス・ヘリ
コプターズ・ジャパンは、神戸事業所内のトレーニングセンターにて、日本国内
外のお客様に対して EC135P2+ フル・フライト・シミュレーターの訓練を提供
しています。
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エアバスはシンガポールにて、
ドローン配送システム「スカイウェイズ」を運用し、陸上から船舶への自律輸送試験を開始しました。この自
律輸送は世界で初めて実際の貿易港にて行われたもので、
ドローン技術を駆使し、沿岸に停泊している作業船にさまざまな小包を輸送します。
この初飛行で「スカイウェイズ」は、シンガポールのマリーナ・サウス・ピアの海岸線から1,5キロメートル沖に停泊しているスワイヤー・
パシフィック・オフショア社のアンカーハンドリング・タグ・サプライ船「M/V Paciﬁc Centurion」へ向けて、3D プリントの消耗品の自律
輸送を行いました。無人航空機「スカイウェイズ」は、船のデッキに無事着陸し、積み荷を船長まで輸送後、基地へ帰還しました、初飛行は

10分以内で完了しました。
この試験は、世界有数の海上輸送およびポートサービス事業会社のひとつである、ウィルヘルムセン・シップス・サービスとも共同で実
施されています。エアバスの「スカイウェイズ」はシンガポールのマリーナ・サウス・ピアから最大4キログラムの積載量とともに離陸し、予
め設定された経路に沿って海岸線から3キロメートル先まで自律輸送を行います。
「スカイウェイズ」プログラム責任者のレオ・ジェオは次のように述べました。
「初の海上運用試験をむかえ、期待に胸を膨らませています。
今日の成果はプロジェクトチームの数ヶ月にわたる徹底的な準備とパートナー会社との強力なコラボレーションによるものです。
『スカイウェ
イズ』は海上という新しい環境下で任務遂行を目指します」
また、
「私たちは安全で信頼性の高い自律輸送機を開発するために必要なものを探求、追求し続けました。エアバスのアーバン・エア・
モビリティの取り組みを一歩前進させることができ、うれしく思います」と続けました。
ウィルヘルムセン・シップス・サービスのバイス・プレジデント、マリウス・ジョナセンは次のように述べました。
「これまで2年間にわたって
パートナーとともに尽力してきました。世界でも有数の貿易港であるシンガポール港で、陸上から船舶への円滑な自律輸送を成功させる
ことは大きな進歩です。わが社の確立されたサービスを通じて日々、必要不可欠な予備部品や医療用品、または現金が大型ボートで輸送
されています。無人航空機システムなどの最新技術は新しいツールとして活用することで、業界をさらに進化させ、お客様へのサービス
の向上に貢献します」
海上輸送ミッションでの無人航空機の運用は、既存の海運事業会社の可能性を拡大します。輸送にかかる時間を最大6分の1に短縮し、
配送コストを最大 90％低減します。また、カーボンフットプリントを削減し、さらに港や沿岸で用いる大型ボートの輸送時の事故の発生リ
スクを軽減します。
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エアバスとウィルヘルムセン・シップス・サービスは2018年6月、
陸上から船舶への安全な輸送のための無人航空機の開発にか
かわる協定を締結しました。エアバスの垂直飛行に関する専門
知識とウィルヘルムセンの海上輸送への豊富な経験が結びつ
いた協力関係です。同年 11 月、シンガポールの海上および港
湾局による円滑な進行により、着陸用プラットフォームおよび管
制センターがマリーナ・サウス・ピアに設置されました。海上機
関はこの試験飛行のために沿岸への停泊を指定し、シンガポー
ル民間航空庁は飛行試験の安全性を確保するためにエアバス
とウィルヘルムセンと協力体制を築きました。
「スカイウェイズ」は、スマートシティにおいて多様で円滑な
輸送ネットワークを構築することを目的とした実験的プロジェク
トです。エアバスは「スカイウェイズ」プロジェクトを通して、大
都市圏および海上における無人輸送機のインフラ・ソリューションの開発と無人航空機の持続可能性と効率性に取り組むことを目指して
います。
「スカイウェイズ」は、シンガポールにて沿岸に停泊している船舶に安全かつ確実に小包を自律輸送する能力を実証しました。今後、シン
ガポール国立大学にて都市環境下における自律輸送の試験飛行を開始します。

1 世紀前、今日のように多くの 航空機 が 空
を飛んでいることは想像できたでしょうか。現
在、航空交通量は過去 30 年間で4 倍に増加し、
次の 15 年間にさらに倍増すると予測されてい
ます＊1。電池容量、自律飛行や搭載機器など
現代技術の進化は、新しい航空機や輸送手段
を開発可能にします。エアバスのアーバン・エ
ア・モビリティ
（Urban Air Mobility – UAM）
は最新技術によって、より幅広い飛行能力を
持つ航空機、ドローン配送システム、空飛ぶ
タクシーサービス等を開発し飛行の未来を拓
きます。エアバスは、航空機の開発とともに、

UAM の受け入れに関して、市場調査を行って
います。ロサンゼルス、メキシコシティ、スイス、
ニュージーランドにて、合計1,540人を対象に、

UAM の実用に関する安全性、騒音、不均衡、
視覚公害そしてプライバシーに関する認識を調査しました。新しい航空機
（エアー・タクシー、自律輸送機など）
が安全に導入され、共有さ
が UAM の実現に不可欠となります。
れるには、アンマンド・トラフィック・マネージメント
（Unmanned Trafﬁc Management – UTM）
また同調査によると、回答者の半数近くが UAM の導入を支持しています。全体の 44％が UAM の取り組みを支持、または強く支持し
ていると回答しました。そして回答者の41％が UAM に対し、安全または非常に安全であると認識しています。さらに、UAM 導入に対す
でした。それに続くのが騒音の種類
（49%）
とその規模
（48%）
でした。
る回答者の最大の関心事は安全性
（55%）
この調査では、将来 UAM を活用する可能性が最も高い年齢層や地域など、人口統計別の分析も行われました。具体的には、メキシコシティ
とロサンゼルス
（46％）の回答者は、UAM を利用する強い可能性があることを示しました。さらに、25〜34 歳の年齢層グループ
（67％）
の55% が、UAM の運用に関して最も前向きな反応があり、一方で75〜84歳のグループは15％のみでした。
市場調査を行うにあたって、エアバスのチームは関連学術文献を厳しく再考察し、対象となる市当局、航空機製造業者、学者および政
策立案者などの専門家や有識者にヒアリングを行いました。エアバスは世界中のコミュニティーと協力し、飛行の未来と新しい技術の可
能性を拓きます。
アーバン・エア・モビリティ Urban Air Mobility – a reality ビデオへのリンク：https://m.youtube.com/watch?v=ubFCYly-Oxs
＊1 IATA, 2036 Forecast Reveals Air Passengers Will Nearly Double より
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HELICOPTERS

サービス

SERVICE

2019年度マニュアルサービス更新のお申込み、誠にありがとうございました。お客様のご理解、ご協力に感謝申し上げます。お陰様
で新年度を前にすべてのお客様の更新を完了することができました。
前回のニュースレター Issue17 等でもご案内させていただきましたが、今回お申込み分のご請求書は本年 6月頃に送付させていただ
く予定です。何卒よろしくお願い申し上げます。

の「お客様専用サイト」内の各種機能のうち、
「部品検索」および「オー
弊社ホームページ
（ http://www.airbushelicopters.co.jp/ ）
ダー検索」機能は、このたび導入いたしましたセールスフォース・ドットコム社のコミュニティクラウド上に移行しました。これにより、長い間サー
ビス停止の状況が続いておりました「部品検索」と「オーダー検索」機能が再開し、以前と同様に弊社の国内部品在庫やお客様がご発注
された部品の手配状況等をご確認することが可能になりました。ご利用の皆様には長い間ご迷惑お掛けしましたこと、あらためて深くお
詫び申し上げます。
引き続き、同コミュニティクラウドを活用したサービス向上・改善に努めて参りますので、今後ともご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
先月、既存の ｢お客様専用サイト｣ ご登録されているお客様には、新しい ｢お客様専用サイト
（コミュニティクラウド）
｣ のユーザー登録手続
きに関するご連絡をメールにてお送りしました。ご不明な点等がございましたら、弊社カスタマーサポート部担当者へお問い合わせいた
だきますよう、よろしくお願い申し上げます。

エアバス・ヘリコプターズ社製ヘリコプター用部品の国内標準販売価格表を
このたび 改訂しました。新しい 価格表 の 有効期間は 2019 年 4 月 1 日〜 2020 年

3 月31 日の 1 年間です。各機種別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
＊1
ロードいただけます。

今後ともお客様に、より一層充実したサービスを提供し、ご満足いただけるよう
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下さい。
＊1 新しい ｢お客様専用サイト
（コミュニティクラウド）
｣ 上にも掲載予定です。

国内在庫品の当日発送、および海外への発送手配を当日中にご希望の場合、14時までに弊社カスタマーサポート部担当者までご注文
書の送付をお願いいたします。14 時以降のご注文につきましてもお客様のご希望に添えるよう努力いたしますが、発送及び手配が翌営
業日になる可能性がございます。お客様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
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このたび、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。今回、主条項および個別補足書の以下箇所が改訂されました。

1）ヘリコプターの所有権およびリスクの移転に関する詳細［主条項 -8.4.1条］
（e-Log Card［
）主条項 -7.1条 / H160型ヘリコプターおよび付随サービスに適用される個別補足書 -7.1条］
2）電子版ログカード
の「お客様専用サイト」およびエアバス・ヘリコプター
標準販売条項は、弊社ホームページ
（ http://www.airbushelicopters.co.jp/ ）
＊1
ズ社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。この機会にご一読いただければ幸いです。

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。
＊1 新しい ｢お客様専用サイト
（コミュニティクラウド）
｣ 上にも掲載予定です。

お客様のデータを効率的に運用する「アナリティックス・サービシス
（Analytics Services）
」をご案内いたします。
エアバス・ヘリコプターズが蓄積してきたビッグデータを用いて、主に記述統計機能
（データのクロスチェックや、不具合時の主要因の特定）
、
ベンチマーク機能
（パフォーマンス計測の参考値）
、予測機能
（将来イベントの予測）
等のサービスをご利用いただけます。
現在9つのソリューションをご用意しております。お客様の目的別に、単体もしくは複数のサービスを導入いただけます。また以下の「フ
」および「ラスト・ジャーニー・ログ
（Last Journey Log）
」サービスは無料でご案内しております。
リート・アクティビティ
（Fleet Activity）
」は、Keycopter ポータルからアクセスが可能です。詳細につきましては弊社カ
「アナリティックス・サービシス
（Analytics Services）
までご連絡願います。
スタマー・サポート・マネージャー
（CSM）

Fleet Activity
「フリート・アクティビティ
（Fleet Activity）
」は機体稼働率のモニタリングを促進するサービスです。機体の運用・ディスパッチを最適化
し、飛行情報や着陸都市名を確認できるため、運用にかかわるコストの監視・管理のサポートツールとしてもご活用いただけます。
「フリー
」は Helionix、M'ARMS、EUROHUMS、Helicom
（FDR）
のいずれかを搭載している機体でご利用
ト・アクティビティ
（Fleet Activity）
いただけます。
カレンダー上に機体の稼動レベルをカラースケール
（フライト平均との比較）
で表示

飛行情報の詳細
（離着陸の日時、時間、場所）
を
マップとテーブルで表示

Last Journey Log
「ラスト・ジャーニー・ログ
（Last Journey Log）
」は機体データ、パイロット・レポート、整備情報にかかわるデータのクロスチェックを促
進するサービスです。データの完全性を保ったまま自動的にデータを取得できるため、ログブックとのクロスチェックの作業時間の節約
が可能となり、お客様の運用コストの最適化にお役立ていただけます。
対象のフライトセッションのトータルタイムやアラートを表示
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HELICOPTERS

訓練

TRAINING

新訓練カタログは5月より順次、発送させていただきます。今回の変更点は
エアバス・ヘリコプターズが提供する世界標準の訓練のご紹介です。操縦士訓
練においては実技訓練科目の標準化、整備士訓練については実技訓練を含ん
だ学科訓練の提供が主な変更点になります。
詳しい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。

今年開催 する訓練コースを下記

機種

の通りお知らせします。これらのコー
スは複数 のお客様 が 参加されるグ
ループ形式のため、低価格でのご提

機種

AS365

55時間（9日間）
7/1〜7/11
59時間（9日間）
5/28〜6/7

AS365N3+ 型式限定変更

実機訓練
＊1
＊1

＊1 お客様の実機を使用するため日程は要調整

整備士訓練コース
開催日程

EC135ガイドラインHelionix学科①
開催日程

EC135ガイドラインHelionix学科③

AS365

AS365N3 型式限定変更

開催日程

EC135二等航空整備士
EC135

学科訓練

開催日程

供が可能です。この機会にぜひご検
討ください。

操縦士訓練コース

学科訓練

実技訓練

地上試運転訓練

実地試験

※1

※2

84時間（12日間） 56時間（8日間）
9/26〜10/11

10/15〜10/25

55時間（8日間） 30時間（5日間） 12時間（2日間）
6/17〜6/26

6/27〜7/5

55時間（8日間） 30時間（5日間） 12時間（2日間）

開催日程

11/11〜11/20

AS365N3+ 型式内移行①

35時間（5日間）

開催日程

6/3〜6/7

AS365N3+ 型式内移行②

35時間（5日間）

開催日程

6/10〜6/14

AS365N3+ 型式内移行③

35時間（5日間）

開催日程

6/17〜6/21

なし
なし

11/21〜11/29
なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

※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、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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航空安全

AVIATION SAFETY

エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは、安全運航の確保に貢献すべく、関連省庁と連携した各種取り組みに積極的に参画しています。
（以下 SMS）
の概論や実践等につい
また安全文化の醸成活動として、｢航空安全ロードショー｣ を開催し Safety Management System
て紹介するとともに、SMS 導入や推進の支援等を実施しております。
■「第16回小型航空機セーフティセミナー」への参画
（公社）
日本航空機操縦士協会主催の「第16回小型航空機セーフティセミナー」
が２月に開催されました。2日間にわたるセミナーには、小型航空機を運航するパイ
ロットの方々、運航管理者等の地上職の方々
（消防防災、警察等の官公庁関係者を
含む）
延べ300名近くがご参加されました。この中で、エアバス・ヘリコプターズが
安全文化の醸成活動として推進している、｢航空安全ロードショー｣ の開催の背景
（リスク管理：不安全事象報告 / リスク分析 / 対策等）
に
や目的、SMS の概論と実践
ついて講演いたしました。質疑応答を含む70分間の講演時間中、参加者の皆様の
熱意や安全推進の重要性に対する強い意識を実感いたしました。また講演後、安
全ビデオおよび訓練リーフレット、そして安全情報等の翻訳版についてご紹介させ
ていただきました。当セーフティセミナーは2020年2月に引き続き開催予定です。
エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは、今年度も引き続き、各お客様をご訪問さ

「第 16 回小型航空機セーフティセミナー」での講演

せていただき｢航空安全ロードショー｣ の開催を計画しており、飛行前リスク管理、海外での整備に起因した事故やインシデント情報等の新
たな安全情報もご共有させていただく予定です。開催日程等につきましては、お客様とご調整させていただきながら実施してまいります。
■ 今年度の関連省庁と連携した取り組み
●
●

国土交通省主催の小型航空機の整備に関する安全講習会への参画
八尾空港メンテナンス会議での安全推進活動への参画
までご連絡願います。
詳細に関してご質問等ございましたら、エクスターナル・セーフティー・オフィサー：竹内
（078-306-4476）

HELICOPTERS

インフォーメーション INFORMATION

エアバス・グループ全社のグローバル方針により、お取引先お客様情報を定期的
（5年毎）
に確認させていただくこととなりました
（反マ
ネー・ローンダリングおよびテロリストへのファイナンスを防止するための欧州指令 European Directive 2005-60-EC、2015/849と
。昨夏より、皆様にはお客様情報をはじめ、資金源・支払方法、不正・違法行為等に関する
フランス共和国法律 No. 2016-1691に基づく）
確認書類へのご教示、ご協力いただいております。皆様のご理解、あらためて御礼申し上げます。提出いただきました書類は、エアバス・
グループのコンプライアンス担当チームが確認しております。追加書類をお願いする場合もございますので、あらかじめご了承下さいま
すようお願い申し上げます。ご質問、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願います。

■ 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： 2019 年 5 月21 日〜 23 日
場所：ジュネーブ国際空港・パレエクポ、スイス

https://ebace.aero/2019/

■ International Paris Air Show 2019 パリ・エアショー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/
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