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親愛なるお客様

梅のつぼみもふくらみ始め、皆様にはお元気でご活躍のこと
とお喜び申し上げます。2020年がスタートし、本年はいよいよ
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されます。
貴社におかれましては、希望に満ちた新年をお迎えのことと存
じます。

エアバス・ヘリコプターズは今年、日本国内での販売代理店
契約締結から60周年を迎えます。1960年、エアバス・ヘリコプ
ターズの前身である仏シュドアビエーション社が野崎産業と同
契約を締結しました。翌1961年に三ツ矢航空へ「アルウェットⅡ」
を国内で初めて納入しました。現在370機を超えるエアバス製
のヘリコプター（H145//BK117D-2を含む）が多種多様なミッ
ションで活躍しています。60周年を記念する今年1月、エアバス・
ヘリコプターズは神戸空港事業所に隣接する敷地に格納庫の増
築を完了しました。今後も拡大する需要へ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いたします。新年の幕
開けとともに新施設の竣工式を迎えることができ、誠に光栄です。
いつも格別のご厚情を賜りまして、心より感謝いたします。今後
ともいっそうのご支援を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申
し上げます。

2019年は、2機のH225を含む10機の新規機体の納入を達
成しました。また59機の航空機受託整備事業（MRO）を年内に
完了しました。エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは本年もより
万全な体制で機体導入後のサポート、MRO、エンジニアリング、
テクニカルサポート、シミュレーター・トレーニングなど包括的ソ
リューションを提供し、お客様の安全運航を支援いたします。

寒のもどりもある折り柄、お風邪などを召されませんように。
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

販売代理店契約締結から60年

「アルウェットⅡ」1961年
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プライベート＆ビジネス機ブランドのエアバス・コーポレート・ヘリコプターズ（ACH）はこのほど、英国のラグジュアリー・スポーツカー
メーカーのアストンマーティン・ラゴンダとパートナーシップを締結しました。今年1月、フランスのスキーリゾート地、クールシュヴェルに
てACH130アストンマーティン・エディションが初公開されました。
このスタイリッシュなACH130スペシャルエディションは、アストンマーティンによってデザインされた4種類の内装と外装をそなえ、ラ
グジュアリー・スポーツカーの洗練されたデザインとともに、高性能なラグジュアリー車に乗るような最高水準の飛行を提案いたします。

ACHの航空機デザイナーとアストンマーティンの自動車デザイナーは、1年以上にわたり、ACHの「卓越性、品質、サービス」にわたる
重要な価値と、アストンマーティンが追求する「探求する美、丹精な仕上がり、芸術としての自動車」を密接に連携させ、進化した美学と細
かな配慮をACH130特別エディションに込めました。4種の内装と外装デザインで組み合わされるACH130は、アストンマーティンのエ
ンブレムである羽が高級レザーに浮き彫り加工され、キャビンを優雅に彩ります。

アストンマーチンのブランドカラーである「スターリング・グリーン」
はACH130アストンマーティン・エディションの初号機に採用され、ヘ
リコプターの機体下部で「ジェットブラック」へグラデーションし、カウリ
ングの周囲には「スカイフォールシルバー」が配色されています。その他、
「キセノングレー」、「アリゾナ」、「ウルトラマリンブラック」など、アスト
ンマーティン・ラゴンダの車で採用されているペイントカラーが選択可
能です。
自動車にインスパイアされたキャビンはさらなる快適性を追求し、ピュ

アブラック色のウルトラスエードをアクセントに、「オックスフォードタン」、
「ピュアブラック」、「コーモラント」、「アイボリー」の4色ご提案してい
ます。

前方座席の背面には、アストンマーティンDB11と同様の細やか
な装飾が座席の中央に配置され、ドア部分は革でトリミングされて
います。アストンマーティンのスポーツカーのような乗り心地とと
もに快適な飛行を実現します。この特別エディションのヘリコプター
には、アストンマーティンとのパートナーシップロゴ、機体記号、シ
リアル番号とともにオーナーの名前を刻んだプレートを計器盤に
加えることも可能です。
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エアバス・ヘリコプターズはこのほど、サフラン製エンジンArriel 2Dの出力を最大限に応用し、エキュレイユ・ファミリーH125の大幅
なパフォーマンス向上を発表しました。

H125の外部および内部の有効搭載量は最大140キログラム増加し、低高度および低温環境下での運用が可能となります。ＯＧＥホバ
リング限界高度は1,500フィート向上します（最大12,600フィート）。さらに同機にBLR FastFin®テールローター強化および安定装置
が搭載され  た場合、現在のH125のパフォーマンスと比較して最大190キログラムの外部および内部の有効搭載量が増加し、ＯＧＥホバ
リング限界高度が2,300フィート（最大13,400フィート）まで向上します。
今回の改良点は、今夏に認証予定でH125の機体価格を引き上げることなく、すべてのH125新規機体の標準機能として提供されます。
既存の機体の改修は、2020年末までにすべてのVEMD搭載のH125（AS350 B3e）で適用可能になり、VEMDソフトウェアのアップグレー
ドのみで改良が可能となります。
また、H125はパイロットの状況認識と操縦性能の向上を目指し、表面積を40％削減したよりコンパクトな計器パネルと、Garmin 

G500H TXIタッチスクリーンをオプション装備することが可能になります。同機はさらに、AKV Inc.が開発したリモートFLIソリューショ
ンとBluetooth接続を通じて、スマートフォンやタブレットにメインVEMDエンジンパラメーターを表示することも可能です。ヘリコプター
の外部搭載物を視野に捉えつつ、上部に追加された２つの窓により上方の視野が大幅に広がります。これらの装備品は、今年1月末にカ
リフォルニア州アナハイムで開催された「HAIヘリ・エキスポ2020」の会場にて公開されました。スイス・ローターズ・サービスが提案す
るマキシマム・パイロットビュー・キットも同会場にて紹介され、パイロットの視野を大幅に拡大することにより、空中作業の精度と安全性
を高めます。
エキュレイユ・ファミリーH125はこれまで世界中に4,000機以上、約1,500社へ納入されています。その高い性能、多用途性能の実績

により単発エンジンヘリコプター市場をリードし続けています。過去10年間に、空中作業任務向けに630機のH125が納入され、同市場
シェアは74％です。現在、およそ1,600機のH125およびAS350が空中作業任務等で活躍しており、総飛行時間は1,060万飛行時間以
上にのぼります。
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2019年末、H225を運航するスペインの海上保安機関が、スペイン北西部で悪天
候により座礁したケミカルタンカーから23名を救助しました。
当時、同機は定期空輸任務を終え、ラ・コルーニャ空港基地へ引きかえす最中に救

助要請を受けました。ケミカルタンカーは、およそ15海里離れたガリシア沿岸で座礁し、
機関室で火災が発生。当時、16名の乗組員と7名の技術者が乗船していました。
緊急救難要請を受けた時点で、海上保安機関のH225はおよそ1時間10分飛行可

能な燃料を有し、同隊員のスムーズなホイスト作業により、時間内に無事に26名全
員を救出しました。これにより海上保安機関は非常に安定した安全なH225への信
頼を強く表明しました。
洋上の悪天候における救難活動には、強風や高波でも安定した高度なホバリング

能力が求められます。H225は4軸オートホバリング機能を有し、ノーズアップを回避しながら正確な位置で空中停止することができます。
そのため、ホイストオペレーションで特にその威力を発揮します。
国内では、2019年末に海上保安庁へ新たに2機のH225が引き渡され、国内では合計27機のスーパーピューマ・ファミリーが運用

されてます。今回納入された2機は第十管区海上保安本部の巡視船「しゅんこう」に配備され、南九州周辺から東シナ海にかけての広
大な海域での海難救助、災害対応、治安維持、領海警備等の任務を遂行します。
現在H225は全世界で712機、運航されており各国の最重要ミッションにおいて活躍しています。

エアバス・ヘリコプターズはこのほど、ルクセンブルク政府へH145M 多
用途ヘリコプターの初号機を納入しました。続いて納入される2号機ととも
にエアバス・ヘリコプターズは防衛およびセキュリティ・ミッションに向けた
トレーニングやサポートも提供します。同機には、ホイスト、高速ローピン
グシステム、高性能カメラ、サーチライト、高度な通信システムが装備され、
軽装甲も装備可能です。また悪天候や夜間の運航を可能とする最新の技術
が採用され、同2機はルクセンブルク・フィンデル空港を拠点に運用されます。
最大離陸重量3.7トンのH145Mは、軍および人員輸送、警備、救難救助、
救急医療などの幅広いミッションで活躍します。H145Mは、2015年にドイ
ツ軍へ初めて納入され、以来ハンガリー、タイ、セルビアから新規受注を獲
得しています。ハンガリー政府とは20機のH145Mの受注契約を締結し、
うち2機が2019年内に納入されました。
すでに運航中のH145Mのミッションへの運用準備率は95％を超えています。2基のサフラン製 Arriel 2Eエンジンを搭載したH145M

は、全デジタル電子エンジン制御装置（FADEC）と「ヘリオニクス」デジタルアビオニクス・スイートを搭載し、高性能の4軸オートパイロット
が装備され、飛行安全性が向上し、パイロットの作業負荷が軽減されます。またH145Mは同クラスで最高レベルの低騒音を実現します。

エアバス・ヘリコプターズはこのほど、最新型H135が代替重量（Alternate 
Gross Weight–AGW）により改良されることを発表しました。新しいAGWをそ
なえたH135は離陸重量と有効搭載量が120キログラム増加します。今回の改良
点により、標準条件下で最大75海里または航続時間を最大40分間延ばすことも
可能となります。2020年内に欧州航空安全機関（EASA）およびアメリカ連邦航
空局（FAA）より認証され、ヘリオニクス装備のH135に採用することが出来ます。
新しいAGWは部品寿命の変動や追加検査がなく、同クラス最高を誇るH135

の直接運航費と直接整備費も変わりません。また、AGWは有視界飛行方式およ
び計器飛行方式に適応します。

現在H135ファミリーは世界中で1300機以上運航され、総飛行時間は500万時間以上にのぼります。世界60ヵ国でおよそ300のオ
ペレーターによって運用され、救急医療、警察、ビジネスおよび洋上での人員輸送、そして訓練機および練習機として多種多様なミッショ
ンで活躍しています。
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エアバス・ヘリコプターズは2019年11月、仏エクサンプロ
ヴァンス近郊のドローン・テストセンターにてVSR700のプロ
トタイプが初飛行したことを発表しました。VSR700は複数回
の離着陸と最長約10分間にわたる飛行に成功しました。
今回の飛行を許可した航空局の指示に従い、VSR700は30

メートルのケーブルでつながれ飛行試験エリア内で初飛行を
実施しました。エアバス・ヘリコプターズは、今後VSR700の
自由飛行に向け、飛行試験プログラムを進め、同機の飛行領
域を拡大します。
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。「VSR700は、エアバス・ヘリ
コプターズの豊富な経験を大いに活用した無人航空機システム
です。高度な自動操縦システムとエンジニアリングの専門知識
を生かし、新たな軍用能力を提供します。今回のVSR700プロ

トタイプの初飛行は、2021年にフランス海軍との運用試験を控えた我々にとって、同開発プログラムの大きなマイルストーンとなります」
VSR700は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、最大離陸重量500-1000キログラムを備えた無人航空機です。
有効搭載量、航続距離および運用コストにおいて最適なパフォーマンスを発揮します。海軍の各種センサーを長期間にわたって搭載可
能とし、艦船上に有人ヘリコプターと同時に配備可能で、運用装置が少ない理想的なプラットフォームです。
エアバス・ヘリコプターズは、2017年にカブリG2ヘリコプターを自律飛行用に装備し、有人による飛行試験を実施しました。今回の

VSR700プロトタイプ初飛行成功は、完全な自律飛行への道を大きく前進しました。デモンストレーターと比べ、VSR700プロトタイプ
は、特殊なアビオニクスと高度な飛行制御システム、操縦士スペースに代わりミッション機器を管理するための空間が配備されています。
そして機体の形状は、より洗練され、飛行性能を向上させるために流線形にデザインされています。

エアバスはこのほど、eVTOL（電動垂直離着陸機）開発のための技術実証試験機Vahanaの最終飛行試験を完了しました。最終飛行
試験はアメリカ、オレゴン州にて行われました。

Vahanaの開発チームはアメリカ、シリコンバレーに拠点を置くAcubed（エーキューブド：エアバスのイノベーションセンター）に所属し、
eVTOL開発に向け同プログラムに3つの主要な目標を掲げ、およそ４年間にわたり開発研究を行いました。

● 実証可能なeVTOL機の設計
Vahanaの開発は、コンセプトから始まり、チルト・ウィングの飛
行に最適なバッテリーから電気モーターまで実証実験を行いました。
2018年、Vahanaが初飛行を行い、開発当初のコンセプトは現実
的な実証試験機へと飛躍しました。

● 自動操縦の技術証明
Vahanaプロジェクトは小型航空機のリアルタイム状況探知およ

び衝突回避が非現実的なものと考えられていた時期に開始しました。
今日、Vahanaは空中および地上の危険物の自律的な探知機能を
そなえ、同機の研究開発は、エアバスのUAM（アーバン・エア・モビ
リティ）の自律飛行における主要機能のリスク回避に貢献しています。
また、AcubedのWayfinderの研究開発を大きく前進させます。

● eVTOL機にかかわるビジネスケースの開発
eVTOL機の総運用コストや、従来のヘリコプターそしてタクシーとの市場における比較、社会への貢献度、そして運用時の認証プ

ロセス等、魅力的なビジネスケースを作るために必要な要素を、Vahanaの開発によって試験的に習得することに成功しました。

Vahanaの開発プログラムは、今後もエアバスの将来のUAM開発プログラムに応用されます。エアバスの2つめのeVTOLデモンス
トレーターのCityAirbusは、引き続き飛行試験を続け、UAM開発プログラムを推進します。
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エアバス・ヘリコプターズは神戸空港事
業所に隣接する敷地に格納庫の増築を完
了し、新施設の稼働を開始します。これを
記念し1月9日、空港施設株式会社、関西
エアポート神戸株式会社、神戸市、株式会
社大林組の代表者立会いのもと竣工式が
行われました。
今回の格納庫拡張にともない、最大40

機の中型ヘリコプターが格納可能となり
ます。引き続き国内のお客様の安全運航
に貢献できるよう、尽力して参ります。エ
アバス・ヘリコプターズ・ジャパンは卓越し
たサポート体制のもと、EC135P2+フル・
フライト・シミュレーターでの訓練提供や
アジア地域のエンジニアリング拠点とし
ての役目をはたします。
エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンの
既存の神戸空港事業所格納庫は、最大25

機の中型ヘリコプターを格納可能です。今回の拡張により、エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは神戸空港内での航空事業では最大
のテナントとなり、専有面積は1万9,677平方メートルに拡大します。整備施設は60％増加します。

2019年顧客満足度調査においては、お客様より部品販売サービス及び部品価格について多くのご意見をいただきました。貴重なご意見、
誠にありがとうございました。
弊社は部品販売サービスおよび部品価格がお客様満足にとって、最重要事項の一つであると認識しております。お客様の運航を最大
限にご支援すべく、価値あるサービスをよりお求めやすい価格で提供できるように努めております。

■部品販売に付随するサポート
国内の部品在庫を充実させ、即座に部品を供給する体制を整え

ております。受注頻度の高い部品については、国内在庫を充実さ
せております。香港やヨーロッパの倉庫とも緊密に連携し、お客様
のご希望納期に対して高い達成率を実現しております。また、24時
間体制で部品の緊急供給、緊急時のテクニカルサポートを実施して
おり、お客様の緊急時の運航をご支援しております。さらに、予備
品証明の取得、海外・国内輸送費や通関その他諸経費負担など、部
品供給に付随したサポートを充実させるため尽力しております。メー
カー直営の利点を生かして、安全品質が保証され、充実したサービ
スを国内のお客様にご提供できるのは、弊社エアバス・ヘリコプター
ズ・ジャパンの強みです。
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■部品国内販売価格の据え置き
原材料価格高騰等の影響により、仕入れ価格は年々上昇傾向に
ありますが、弊社では、国内販売価格の据え置きを実施する企業努
力を続けております。2014年から2020年の6年間で仕入れ値は
13.5%上昇しておりますが、お客様への販売価格は、1%程度の値
上げにとどめております。

■部品価格適正化への取り組み
2015年～2017年の期間にエアバス・ヘリコプターズでは、部品

価格適正化プロジェクト（VBSP）を実施し5万点の部品を調査し、そ
のうち半数の価格を適正に値下げいたしました。このプロジェクト
終了後も、引き続き、お客様の声をもとに部品価格の適正性を調査
し、見直しを続けております。部品価格の適正性についてご意見が
ありましたら、お気軽にカスタマーサポート担当者までお問合せ下
さい。

■運航コスト削減のための取り組み
弊社では、お客様の運航・整備コスト削減のため、整備・オーバー

ホールタスクの削減及び間隔の延長、製品改善、デジタル化等の取
り組みを継続しております。

● 整備・オーバーホール間隔の延長や削減
（例 H125 メジャーインスペクションの廃止等）
● 製品改良、改良型部品の旧型機体への展開
（例 EC120/H125/H130：Battery（MPN 150CH-1，151CH-2）
の6Monthメンテナンスの廃止、AS350 B2/B3及び旧型：H125/
H130向け新型部品（Heating and Demisting System）を旧型
機に反映、H135：Electrical Master Boxの保護改善のための新
型Water Trap Air Ductの新規製造等）

● 部品注文、整備、技術サポートを容易にするシステムの改善
（電子マニュアルの改良（O.R.I.O.N V2）、Webtek等）

【本件に関するお問合せ先】
部品の在庫・価格に関するお問合せ：カスタマーサポート部（03-5414-3339）
顧客満足に関するお問合せ：営業企画部 小野寺（03-5414-3408）

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21日（金）までにお申込み手続きをお願いいたします。更新に際し、
現在紙媒体をご利用のお客様には、オンラインマニュアル（O.R.I.O.N.）を推奨しております。
オンラインマニュアルは無償で、最新のマニュアルと旧マニュアルにアクセスでき、差し替え作業が不要ですので、この機会にぜひご
検討ください。紙媒体をご選択される場合は、1年または3年ごとの契約更新が可能です。3年契約では契約期間中の価格上昇がなく、
1年ごとの契約更新を省くことができ、手続きが簡素化されますので、ぜひご検討ください。なお、昨年と同様に、2020年度分のご請求
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。

【お問い合せ先】
ご契約・請求に関するお問い合せ：カスタマーサポート部（03-5414-3339）
マニュアルに関するお問い合せ：テクニカルサポート部 眞鍋（078-306-4495）
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エアバス・ヘリコプターズが発信する安全情報として、これまでSafety Information Notice（SIN）を発行してきましたが、それに加
え新たに Safety Promotion Notice（SPN）を発行することをお知らせいたします。
緊急を要する情報である、事故やインシデント、耐空性限界や緊急操作、並びに整備手順に関する注意喚起などは、引き続きSINとし

て発行されますが、SPNは安全を推進するための情報提供を行うものであり、これには特定の運航形態における注意事項や、EHEST/
IHST、ESPN-Rなど関係機関からの情報が含まれます。
現在までに以下のSPNが発行されています。
● SPN 3195-P-00：ESPN-R Hoist Task Force recommendations（Rev 0, 2019/09/19）
● SPN 3024-P-00：Ground Rescue Booklet for Airbus Helicopters aircraft（Rev0, 2019/09/26）
● SPN 3400-P-00：Proactive decision-making with Airbus Helicopters’ "Before Your Flight" risk assessment app
 （Rev 0, 2019/10/23）
● SPN 3344-P-00：Enhancing Aviation Safety with proper Maintenance procedures and a Human Factor analysis 

campaign（Rev 1, 2019/11/28）
● SPN 3293-P-00：Survey of the International Helicopter Safety Foundation（Rev 0, 2019/12/10）

SPNに関する詳細は、IN 3132-I-00（Rev. 1, 2019/6/14）をご覧ください。

SIN

SIN

SPN

１．安全推進活動について
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。
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2016
年より開催しております。安全管理システムSafety Management 
System（以下SMS）の概論や実践等について紹介させていただく
と共に、ご要望に応じてヒューマンファクターズ訓練や安全文化の
醸成に関するコンサルティング等を実施しております。

実施年
開催回数（回）

N：初回開催　　R：繰り返し開催
A/C：各協会や各都市開催等

参加者数
（延べ人数）

2016-17 12 N：8，R：0，A/C：4 269

2018 17 N：4，R：3，A/C：10 480

2019 23 N：10, R：9, A/C：4 677

｢航空安全ロードショー｣の実施状況
2016年～2019年
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２．2020年度の取り組み
1） 航空安全ロードショーの開催

本取り組みをより多くのお客様に展開させていただくために、積極的に個別訪問しながら開催させていただきます。なお、各協会
や都市での合同開催については、引き続きご要望に応じて、都度開催させていただきます。

（講演内容）
● 安全推進活動の背景（海外および国内での取り組みに関して）
● 安全管理システム（SMS）の概要と実践について
● 具体的な取り組み内容のご紹介
 （安全資料、訓練用冊子、安全装置、飛行前リスク管理ツール等）
● 整備に起因した事故・インシデントの分析内容等

2） ヒューマンファクターズ訓練やコンサルティング等の実施
お客様のご要望に応じて、内容・日程等を調整させていただきながら、有償にて実施させていただきます。

ヒューマンファクターズとは、ヒトとヒトに関わるあらゆる要素を
結びつける技術や学問の体系のことを指します。私たちは十分に
気を付けたり頑張ったとしてもエラーを引き起こしてしまうという
特性を持っています。
エラーの影響を最小限に留めるには、「次から気を付けなさい」と

ヒト自身に頼るのではなく、会社が指差呼称やチェックリスト等の“仕
組み”を作ること、そして作業者がその“仕組み”を意味のあるもの
に仕上げることが重要です。本訓練では、エラー発生の原理を実
際に体感してもらうことで、そのためのマインドセットを醸成します。

例えば、パソコン上のメールソフトアイコンがただの丸で表示さ
れているのと、封筒のイラストで表示されているのとでは、後者の
方が誤クリックというエラーを低減できることが見込めます。この
ように、本訓練ではイメージを用いた視覚的に分かりやすい題材を
使用しています。

3） 安全情報や各種安全 toolの提供について
安全情報等（訓練用冊子、安全ビデオ、安全ポスター等のDVD）、Ground 

Rescue Training（e-learning）、およびBefore Your Flightのアプリ等の
新たな安全Toolについては、お客様ご訪問の機会や航空安全ロードショー開
催時にご紹介させていただきます。

4） 関連省庁と連携した取り組み
● JHST（日本ヘリコプタ安全チーム：日本ヘリコプタ協会の安全推進チーム）の一員として、関連省庁と連携し安全にかかわる取り
組みを推進します。

詳細に関してご質問等ございましたら、担当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）

ヒューマンファクターズ訓練資料の一例
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■カスタマーシンポジウム
日程：2020年4月22日（水）～4月23日（木）、開催予定 
会場：神戸

■第8回 国際風力発電展 WIND EXPO 2020
日程：2020年2月26日（水）～2月28日（金）
会場：青海展示棟
https://www.windexpo.jp/ja-jp.html

【LMSについて】
お客様により効果的に訓練をご受講いただくため、弊社では、2018年よりLMS（Learning Management System）を導入してお

ります。LMSは、オンライン上で全世界の訓練センターに関する情報閲覧や、訓練の履歴管理ができるシステムです。現在開講されて
いる訓練日程や訓練事前事後に役立つ教材（英語）、訓練センターの周辺環境に関する情報も公開しております。LMSのアカウントは
訓練の受講有無にかかわらず、どなたでもご登録いただけますので、ぜひご活用ください。
（LMS登録へのURL：https://ahlms.csod.com/LMS/catalog/Welcome.aspx）

【ホテルの早期予約のお願い】
エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンのトレーニングセンターは神戸空港にあります。神戸市は年間を通じて、学会、観光、商用などの
目的で多く方々が訪問され、ホテルの予約が取りづらい時期が多々ございます。エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは、お客様に快適に
訓練をご受講いただくため、訓練日程の調整を開始される時点で、ホテルの予約確保もお薦めしております。なお、弊社が推奨するホテ
ル情報についてはLMSにも掲載しておりますので、どうぞご確認ください。

【お問合せ先】
訓練全般に関するお問い合わせ：カスタマーサポート部 西岡（03-5414-3339）
LMS登録に関するお問合せ：運航・訓練部 土

は ぶ た
生田（078-306-4654）

2020年度休業期間について
下記期間中は、労働基準法に基づく指定休日として、全社休業とさせていただきます。
お客様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
● 2020年4月28日（火）／4月30日（木）／5月1日（金）／9月18日（金）
● 上記の指定休日の部品の注文・出荷については、カスタマーサポート部が六本木本社にて対応いたします。
 神戸事業所はカスタマーサポート部を含め休業いたします。
● 技術サポートについては、ゴールデンウィークを含む上記休業中は時間外対応サービスにご連絡願います。

【時間外対応サービス】
AOGおよび緊急技術問い合わせ
電話：0120-975-020（平日 18:00以降、土・日・祝日）　　メール：contact.after-hour-service.ahj@airbus.com

エアバス・ヘリコプターズ・トレーニングセンターに
関する必要な情報をご確認いただけます。

LMSトップページ
ページ一番下まで↓へスクロールください。

左側のリンク部分をクリックいただくと、各ページへ切り
替わります。English英語版／Japanese日本語版
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