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平成 26年 3月 31日制定（国空航第 1150号） 

 

 

航 空 局 安全 部 

運 航 安 全 課 長 

 

外国人国際航空運送事業の許可等及び本邦内で発着する旅客等の運送の許可に係る

審査要領細則（安全関係） 

 

第Ⅰ章 総則 

 

1-1 目的 

本細則は、「外国人国際航空運送事業等の許可等の審査（安全関係）及び安全監視

等に係る実施要領」（平成 26年 3月 7日付け国空事第 5801号、国空航第 998号）（以

下「要領」という。）に基づき、航空法（昭和 27年法律第 231号。以下「法」という。）

第 129 条第 1 項の規定による外国人国際航空運送事業の許可、法第 129 条の 3 第 2

項の規定による外国人国際航空運送事業の事業計画変更の認可及び法第 130 条の 2

の規定による本邦内で発着する旅客等の運送の許可に係る安全関係の審査を行うに

あたって必要な細目的事項を定めることを目的とする。 

 

1-2 本細則の一部が適用できない場合又は他の方法によることが適当であると認めら

れる場合には、輸送の安全を確保する上で問題ない範囲内で他の同等な方法によるこ

とができる。 

 

第Ⅱ章 法第 129条の規定による外国人国際航空運送事業の許可関係 

 

2-1 提出書類 

(1)  法第 129条第 2項の規定により記載しなければならない事項は様式 1のとおりと

し、以下の書類を添付するものとする。 

① 航空機の運航に関するもの 

1)  申請者が国籍を有する外国（以下「運航国」という。）の航空の安全に関する

責任を有する当局（以下「航空安全当局」という。）が発行した事業許可証の写

し。 

2)  運航国の航空安全当局が発行した運航に関する仕様書（国際民間航空条約（以

下「条約」という。）附属書第 6第 1巻附録 6第 3項に規定されている Operations 

Specifications又は同等の文書）の写し。 

 

(2)  法第 129条第 3項の規定により提出を求めることができる書類は、以下のとおり
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とする。 

① 航空機に関するもの 

使用が予定されている各航空機について、添付するものとする。 

1) 使用航空機が国籍を有する外国（以下「登録国」という。）の航空安全当局が発

行した航空機登録証明書の写し。 

2) 登録国の航空安全当局が発行した耐空証明書の写し。登録国と登録国以外の国

との間に条約第 83条の 2の協定がある場合で、登録国以外の国の航空安全当局

が耐空証明書を発行している場合には、当該国が発行した耐空証明書の写し及

び当該協定の写し。 

3) 登録国の航空安全当局が発行した騒音基準適合証明書の写し。登録国と登録国

以外の国との間に条約第 83条の 2の協定がある場合で、登録国以外の国の航空

安全当局が騒音基準適合証明書を発行している場合、当該国が発行した騒音基

準適合証明書の写し及び当該協定の写し。ただし、騒音基準適合証明書によら

ないで条約附属書第 16第 1巻の騒音基準に適合していることを証明されている

場合、それが証明されている文書。 

4) 登録国の航空安全当局が発行した発動機排出物基準適合証明書の写し。登録国

と登録国以外の国との間に条約第 83条の 2の協定がある場合で、登録国以外の

国の航空安全当局が発動機排出物基準適合証明書を発行している場合、当該国

が発行した発動機排出物基準適合証明書の写し及び当該協定の写し。ただし、

発動機排出物基準適合証明書によらないで条約附属書第 16第 2巻の発動機排出

物基準に適合していることを証明されている場合、それが証明されている文書。 

5) 航空法施行規則（昭和 27年運輸省令第 56号。）（以下「規則」という。）第 147

条に規定する以下の装置の装備状況を示した文書。 

ア）対地接近警報装置 

イ）航空機衝突防止装置 

ウ）乗組員室ドア 

6) 使用航空機の整備の施設が、運航国の航空安全当局から当該業務を行うことに

ついて、承認されていることを証明できる書類の写し。業務を委託している場

合には、当該委託先が、運航国の航空安全当局から当該業務を行うことについ

て、承認されていることを証明できる書類の写し。なお、使用航空機の型式が

複数ある場合において、型式毎に承認されていることを証明できる書類がある

場合には、それぞれの写し。 

7) 使用航空機の運航管理の施設が、運航国の航空安全当局から当該業務を行うこ

とについて、承認されていることを証明できる書類の写し。業務を委託してい

る場合には、当該委託先が、運航国の航空安全当局から当該業務を行うことに

ついて、承認されていることを証明できる書類の写し。 

② 航空機乗組員に関するもの 

原則として、乗務が予定されている各航空機乗組員に関する以下の書類を添付
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するものとする。 

1) 登録国の航空安全当局が発行した航空機乗組員の技能証明書において、航空機

乗組員の氏名、資格、型式限定、発行国、発行機関、航空英語能力及び有効期

間が記載されているものの写し。登録国と登録国以外の国との間に条約第 83条

の 2の協定がある場合で、登録国以外の国の航空安全当局が技能証明書を発行

している場合には、当該国が発行した技能証明書の写し及び当該協定の写し。 

2) 登録国の航空安全当局が発行した航空機乗組員の航空身体検査証明書におい

て、航空機乗組員の氏名、資格、発行国、発行機関及び有効期限が記載されて

いるものの写し。登録国と登録国以外の国との間に条約第 83条の 2の協定があ

る場合で、登録国以外の国の航空安全当局が航空身体検査証明書を発行してい

る場合には、当該国が発行した航空身体検査証明書の写し及び当該協定の写し。 

3) 航空機乗組員の訓練を行う施設が、運航国の航空安全当局から当該業務を行う

ことについて、承認されていることを証明できる書類の写し。業務を委託して

いる場合には、当該委託先が、運航国の航空安全当局から当該業務を行うこと

について、承認されていることを証明できる書類の写し。なお、使用航空機の

型式が複数ある場合において、型式毎に承認されていることを証明できる書類

がある場合には、それぞれの写し。 

③ 上記に掲げるもののほか、使用航空機の運航が安全に関する我が国の基準に適

合していることを確認するために必要なものとして、国土交通省航空局安全部運

航安全課長、航空機安全課長又は航空事業安全室長が提出を求めるもの｡ 

  

(3) 添付書類の省略 

 (2)に規定した書類のうち、以下の場合、書類の添付を一部省略できるものとす

る。 

① 使用航空機について、申請日の前年度以降に、法第 130条の 2に基づく許可を

受けたことのある航空機と同一の航空機を使用する場合であって、内容に変更が

ない場合には、② 3)に規定した書類。 

② 航空機乗組員について、申請日の前年度以降に、法第 130条の 2に基づく許可

を受けたことのある航空機の航空機乗組員であり、同一の型式の資格に関する書

類を提出している場合であって、資格の内容に変更がない場合には、② 1)及び

2)に規定した書類。 

 

2-2 審査基準 

様式 1 に記載された事項及び 2-1 に規定する添付書類に基づき、法の規定に適合

していることについて審査を行う。なお、事業許可証等の発行国、航空機の登録国、

耐空証明書の発行国及び航空機乗組員の技能証明書の発行国が、国際民間航空機関

（以下「ＩＣＡＯ」という。）から航空機の運航に関する重大な安全上の懸念（以下

「ＳＳＣ」という。）があると指摘されている場合には、要領のⅢ．１項に基づき、
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ＩＣＡＯが当該国に対しＳＳＣがあると締約国に公表してからＳＳＣの指摘が解除

され、かつ、我が国が、ＳＳＣに対し当該国がとった具体的な是正措置の内容を確認

できるまでの間、審査を行わない。 

 (1) 航空機の運航に関するもの 

① 事業許可証関係 

1) 発行国、発行機関が、それぞれ、運航国、運航国の航空安全当局であること。 

2) 有効期限が付されている場合には、申請時において有効期限内であること。 

3) 事業許可証に記載された運航者名は、当該運航者であること。 

4) 商業航空を承認する旨が記載されていること。なお、事業許可証に記載のない

場合には、「② 運航に関する仕様書」において記載されていること。 

5) 航空安全当局の責任者等のサイン又は印が記されていること。 

② 運航に関する仕様書関係 

1) 発行機関が事業許可証を発行した航空安全当局であること。 

2) 事業許可証番号は、事業許可証に記載されたものと合致すること。 

3) 航空機型式は、事業計画上の記載内容に合致すること。 

4) 運航の形態（旅客・貨物等）は、事業計画上の記載内容に適合すること。 

5) 運航の地域は、事業計画上の記載内容に適合すること。 

6) 航空安全当局の責任者等のサイン又は印が記されていること。 

 

(2) 航空機に関するもの 

① 航空機登録証明書関係 

1) 発行国、発行機関が、それぞれ、登録国、登録国の航空安全当局であること。 

2) 国籍、登録記号及び航空機型式は、事業計画上の記載内容に合致すること。 

② 耐空証明書関係 

1) 発行国、発行機関が、それぞれ、航空機の登録国、登録国の航空安全当局であ

ること。 

2) 発行国が、登録国以外の国である場合、両国間に条約第 83 条の 2 に基づく協

定が締結されていることが確認できること。 

3) 国籍、登録記号及び航空機型式は、航空機登録証明書の記載内容に合致するこ

と。 

4) 有効期限が付されている場合には、申請時において有効期限内であること。 

③ 騒音基準関係 

使用航空機の騒音について、条約附属書第 16 第 1 巻の基準に適合しているこ

とを確認できること。 

1) 騒音基準適合証明書による場合 

ア）発行国、発行機関が、それぞれ、登録国、登録国の航空安全当局であるこ

と。 

イ）発行国が、登録国以外の国である場合、両国間に条約第 83条の 2に基づく
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協定が締結されていることが確認できること。 

ウ）国籍、登録記号及び航空機型式は、航空機登録証明書の記載内容に合致す

ること。 

2) 耐空証明書による場合 

ア）騒音基準適合証明が、発行国の航空法規、航空安全当局の通知文書、その

他文書により耐空証明書に統合されていることを確認できること。 

イ）発行国が、登録国以外の国である場合、両国間に条約第 83条の 2に基づく

協定が締結されていることが確認できること。 

3) その他の書類による場合 

申請者の飛行規程等により、航空機騒音基準に適合していることが確認できる

こと。 

④ 発動機排出物基準関係 

使用航空機の発動機の排出物について、条約附属書第 16 第 2 巻の基準に適合

していることを確認できること。 

1) 発動機排出物基準適合証明書による場合 

ア）発行国、発行機関が、それぞれ、登録国、登録国の航空安全当局であるこ

と。 

イ）発行国が、登録国以外の国である場合、両国間に条約第 83条の 2に基づく

協定が締結されていることが確認できること。 

ウ）国籍、登録記号及び航空機型式は、航空機登録証明書の記載内容に合致す

ること。 

2) 耐空証明書による場合 

ア）発動機排出物基準適合証明が、発行国の航空法規、航空安全当局の通知文

書、その他文書により耐空証明書に統合されていることを確認できること。 

イ）発行国が、登録国以外の国である場合、両国間に条約第 83条の 2に基づく

協定が締結されていることが確認できること。 

3) その他の書類による場合 

ア）使用航空機の型式証明データシート及び当該航空機の発動機の型式証明デ

ータシートにより、発動機排出物基準に適合していることが確認できること。 

イ）外国から輸入された航空機である場合には、輸入元の外国が発行した輸出

耐空証明書により、上記ア）の航空機及び発動機の型式証明データシートの

確認がとれること。 

ウ）航空機製造者マニュアル等に基づき、使用航空機及び当該航空機の発動機

が整備されていることを確認できること。 

⑤ 装置の装備状況関係 

1) 対地接近警報装置 

規則第 147条第 4号に規定されているものが装備されていること。 

2) 航空機衝突防止装置 
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規則第 147条第 5号に規定されているものが装備されていること。 

3) 乗組員室ドア 

規則第 147条第 6号に規定されているものが装備されていること。 

⑥ 整備の施設関係 

1) 航空機の整備を行う施設は、運航国の航空安全当局から承認されていること。 

2) 日本において、整備を委託する場合には、委託先が確保されていること。 

⑦ 運航管理の施設関係 

1) 航空機の運航管理を行う施設は、運航国の航空安全当局から承認されているこ

と。 

2) 日本において、運航管理を委託する場合には、委託先が確保されていること。 

 

(3) 航空機乗組員に関するもの 

① 技能証明書関係 

1) 発行国、発行機関が、それぞれ、登録国、登録国の航空安全当局であること。 

2) 発行国が登録国以外の国である場合、両国間に条約第 83 条の 2 に基づく協定

が締結されていることが確認できること。 

3) 当該運航に必要な資格及び型式限定であること。また、当該資格、型式限定に

有効期限がある場合は、申請時において有効期限内であること。 

② 航空身体検査証明書関係 

1) 発行国、発行機関が、それぞれ、登録国、登録国の航空安全当局であること。 

2) 発行国が登録国以外の国である場合、両国間に条約第 83 条の 2 に基づく協定

が締結されていることが確認できること。 

3) 当該運航に必要な航空身体検査証明書であること。また、申請時において有効

期限内であること。 

③ 航空英語能力証明関係 

国際運航に必要とされる言語能力レベルであり、申請時において有効期限内で

あること。 

④ 航空機乗組員の訓練の施設関係 

航空機乗組員の訓練を行う施設は、運航国の航空安全当局から承認されている

こと。 

 

(4) その他 

2-1 (2) ③に関する内容が、我が国の基準に適合していること。 

 

第Ⅲ章 法第 129条の 3第 2項の規定による事業計画変更の認可関係 

 

3-1 提出書類 

規則第 233 条の 2 の規定により記載しなければならない事項及び法第 134 条第 1
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項の規定により提出を求めることができる書類は、以下のとおりとする。 

(1) 使用航空機について、これまで本邦内に発着したことのない型式の航空機（本邦

内に発着したことのある航空機と同一系列型であり、かつ、航空従事者の技能証

明の変更を伴わない型式（以下「同一型式」という。）以外のものをいう。）を使

用する場合、様式 1 に必要事項を記載し、2-1 (1)及び(2)に規定する書類のうち

変更しようとする事項に関するものを添付すること。 

 

(2) (1)以外の変更の場合、様式 1 に準じた内容について記載し、2-1 (1)及び(2)に

規定する書類のうち変更しようとする事項に関する書類を添付すること。なお、

申請日の前年度以降に法第 129 条第 1 項若しくは法第 130 条の 2 の規定による許

可若しくは法第 129 条の 3 第 2 項の規定による認可を受けたことのある内容と同

一の内容に変更する場合においては、添付書類を省略できるものとする。 

 

3-2 審査基準 

提出された書類について、2-2の規定を準用し審査を行う。 

 

第Ⅳ章 法第 130条の 2の規定による本邦内で発着する旅客等の運送の許可関係 

 

4-1 提出書類 

(1) 規則第234条の2の規定により記載しなければならない事項は、様式1を準用し、

2-1(1)及び(2)に規定する書類を添付するものとする。 

 

(2)  添付書類の省略 

① (1)に規定した書類のうち、申請日の前年度以降に法第 130条の 2に基づく許可

を受けたことのある航空機と同一型式の航空機を使用する場合には、2-1 (2) ① 

6)及び 7)並びに 2-1 (2) ② 3)に規定した書類の添付を省略できるものとする。 

② 外国人国際航空運送事業者が、申請日の前年度以降に法第 129条第 1項又は法

第 130条の 2の規定による許可若しくは法第 129条の 3第 2項の規定による認可

を受けたことのある内容と同一の内容の運送をしようとする場合においては、添

付書類を省略できるものとする。 

 

4-2 審査基準 

様式 1に記載された事項並びに添付された書類について、2-2の規定を準用し審査

を行う。 

 

 

附 則 

 この細則は、平成 26年 4月 1日から適用する。 



外国人国際航空運送事業の許可等及び 

本邦内で発着する旅客等の運送の許可に係る安全関係の記載事項 
 

Complete the following form 
 

1. 会社名、住所、連絡先（Company Name, Address and contacts） 

名前（Name）  

国籍 (Nationality)  

住所  

（Mailing Address） 

 

TEL  FAX  

e-mail  

日本国内の事務所等

の名称、所在地、担当

者(Point of Contact in 

Japan) 

 

 

2. 運航に係る事項（Operations, Aircraft, Flight Crew Licenses, etc.） 

事業許可証及び運航に関する

仕様書 (AOC and Operations 

Specification) 

Attachment A 

路線の起点、寄港地及び終点の

空 港 名 (Airports of Route 

Structure) 

 

 

 

 

運航形態（Types of Operations） [  ] 旅客（Passengers） 

[  ] 貨物（Cargo） 

[  ] 定期（Scheduled） 

[  ] チャーター（Charter） 

運航開始日（ Start date of 

operations(dd-mm-yyyy)） 

 

航空機型式及び登録記号

（Aircraft Model and 

Registration Marks） 

Attachment B 

航空機装備品 

（Aircraft Equipments） 

Attachment C 

航空機乗組員（Flight Crews） Attachment D and E 

運航管理の施設（Operational Control） 

[  ] 主基地 

（Conducted at the Primary 

Operational Control Center） 

Location: 

日本における運航管理施設 

（Operational Control Facility of 

aircraft operation in JAPAN） 

[  ]あり（Yes） [  ]なし（No） 

If yes, summary of operational control facility 

[  ] 日本における運航管理

（Management of aircraft 

operation in Japan） 

[  ] 自社（By Own） [  ] 委託（Contracted） 

If contracted, contractor’s company name and summary of 
service 

 

 

 

 

 

 

 

様式１ 



整備の施設（Aircraft Maintenance） 

主な整備施設 

（ Main Maintenance 

Facility of every aircraft 

model） 

 

 

航空機型式（Aircraft Model） 

[         ] 

[  ] 自社（At the own facility） 

[  ] 委託（Contracted） 

If at the own facility,location 

If contracted, contractor’s company name and location 

 

 

航空機型式（Aircraft Model）
[         ] 

[  ] 自社（At the own facility） 

[  ] 委託（Contracted） 

If at the own facility,location 

If contracted, contractor’s company name and location 

日本における整備施設 

（Maintenance Facility at 

the airport in JAPAN） 

[  ]あり（Yes） [  ]なし（No） 

If yes, summary of maintenance facility 

日本における整備 

（Maintenance at the 

airport in JAPAN） 

 

[  ] 自社（By Own Mechanic） [  ] 委託（Contracted） 

If contracted, contractor’s company name and summary of service 

 

 

航空機乗組員の訓練（Flight Crew Training (Note)） 

[  ]自社（At the own facility） 

location 

[  ] 委託（Contracted） 

If contracted, contractor’s company name and location 

Note: Please attach copies of the document that operator’s Flight Crew training manual is authorized by Civil 

Aviation Authority (CAA). Copies of the associated pages in the Operator’s Operations Specifications 
(OpSpec), or copies of the signed page or letter by CAA flight crew training program, are enough, if the 

information is included those document. 



 

Attachment A:  

 

事業許可証及び運航に関する仕様書 

（Air Operator Certificate (AOC) and Operations Specifications 

Issued by the State of Operator） 

 

Complete the following form, and attach the copy of the AOC and its associated Operations 

Specifications (relevant pages only) 

 

事業許可証（AOC） 

発行番号 

（AOC No.） 

 登録国 

（State of Operator） 

 

発行機関 

（Issuing Authority） 

 

発行日 

（Date of Issue 

(dd-mm-yyyy)） 

 有効期限（ Expiry 

Date (dd-mm-yyyy)） 

 

承認された運航、航空機等（Authorized type of operation, aircraft and etc.） 

承認された 

運航形態

（Authorized 

Type of 

Operations ） 

 

[  ] 旅客（Passengers） 

 

[  ] 貨物（Cargo） 

承認された 

地域又は空港

（Authorized 

Area(s) or 

Airport(s) of 

Operations 
1） 

 

 

 

 

 

 

承認された航

空機型式又は

国籍及び登録

記号

（Authorized 

Aircraft Model 

or Nationality 

and Registration 

Marks 
2） 

航空機型式（Aircraft Model） 国籍及び登録記号（Nationality and 

Registration Marks） 

 

 

 

 

 

 

 

その他（Other）  

 

 

 

 

Notes.— 

1. List the geographical area(s) of authorized operation (by geographical coordinates or specific routes, 

flight information region or national or regional boundaries). 

2. List the aircraft model or aircraft nationality and registration marks of authorized operation 



Attachment B: 航空機（Aircraft） 

 
List the following information in Table 1 and Table 2 concerning aircraft used in proposed operations, and attach the copies of related 

certificates of the aircraft. 

 
1. 登録証明書及び耐空証明書（Certificate of Registration and Certificate of Airworthiness） 

登録証明書（Certificate of Registration） 耐空証明書（Certificate of Airworthiness）  

国籍及び登録記号 

Nationality and 

Registration Marks 

航空機型式
Aircraft Model 

証書番号
Certificate No. 

発行日 

Date of Issue 

証書番号 

Certificate No. 

発行国 

Issuing State 

発行日 

Date of Issue 

有効期限 

Expiry Date 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

2. 騒音証明に関する書類（Documents attesting noise certification.） 

国籍及び登録記号 

Nationality and 

Registration Marks 

書類番号 

Document No. 

発行国 

Issuing State 

発行日 

Date of Issue 

ICAO 附属書 16 第 1 巻におけるﾁｬﾌﾟﾀｰ 

ICAO Annex 16 Volume 1 Chapter 

     

     

     

     

     

     

     

     

     



3. 排出物証明に関する書類（Documents attesting emission certification.） 

 
PREVENTION OF INTENTIONAL FUEL VENTING (ICAO Annex 16 Volume II) 
All turbine engine powered aircraft intended for operation in international air navigation manufactured after 18 February 1982 shall be so designed and constructed as 

to prevent the intentional discharge into the atmosphere of liquid fuel from the fuel nozzle manifolds resulting from the process of engine shutdown following normal 

flight or ground operations. 

 

AIRCRAFT ENGINE EMISSIONS (ICAO Annex 16 Volume II) 

Turbojet and turbofan engines shall be complied with the engine gas emission requirements of ICAO Annex 16 Volume II (If applicable in Annex 16 Volume II). 

 

Check the following, and attach the required documents for Aircraft used in proposed operations. 

 
 証明方法（Description） 必要とする書類（Required documents） 

[  ] Certificate or documents attesting emission certification is issued  Copies of the Certificate or documents 

[  ] Airworthiness Certificate is issued when the aircraft and its engines emission is 

complied with the emission requirements  

Copies of related Articles of the Aviation Laws or regulations of the 

issuing State 

[  ] All following documents 

1) Aircraft Type Certificate Data Sheet  

2) Engine Type Certificate Data Sheet  

3) Export Certificate of Airworthiness (imported aircraft only) 

4) Operator’s statement that maintenance work for the aircraft and its engines 

have been conducted in accordance with the manufactures’ manual. 

1) Aircraft Type Certificate Data Sheet  

2) Engine Type Certificate Data Sheet  

3) Copies of Export Certificate of Airworthiness 

4) Operator’s statement 



Attachment C: 装備品（Equipments） 
 

航空機衝突防止装置（Airborne Collision Avoidance System (ACAS)） 

All turbine-engined aeroplanes of a maximum certificated take-off mass in excess of 5700 kg or authorized to carry more than 19 passengers shall be equipped with 

an airborne collision avoidance system (ACAS II). 

 

対地接近警報装置（Enhanced Ground Proximity Warning System(EGPWS)） 

All turbine-engined aeroplanes of a maximum certificated take-off mass in excess of 5700 kg or authorized to carry more than nine passengers, shall be equipped with 

a ground proximity warning system which has a forward looking terrain avoidance function. 

 

乗務員室ドア（Flight Crew Compartment Door） 

All passenger-carrying aeroplanes of a maximum certificated take-off mass in excess of 45500 kg or with a passenger seating capacity greater than 60 shall be 

equipped with an approved flight crew compartment door that is designed to resist penetration by small arms fire and grenade shrapnel, and to resist forcible 

intrusions by unauthorized persons. This door shall be capable of being locked and unlocked from either pilot’s station. 

 

List the Manufacture’s Name and Model of above equipments of Aircraft used in proposed operations. 

国籍及び登録記号

Nationality and 

Registration 

Marks 

ACAS II EGPWS Enhanced Security Cockpit Door 

Equipped Manufacture’s Name and Model Equipped Manufacture’s Name and Model Equipped Manufacture’s Name 

 [  ] YES  [  ] YES  [  ] YES  

 [  ] YES  [  ] YES  [  ] YES  

 [  ] YES  [  ] YES  [  ] YES  

 [  ] YES  [  ] YES  [  ] YES  

 [  ] YES  [  ] YES  [  ] YES  

 [  ] YES  [  ] YES  [  ] YES  

 [  ] YES  [  ] YES  [  ] YES  



Attachment D:航空機乗組員技能証明書（Flight Crew Licenses） 

 

List the following information in Table concerning flight crew engaged in proposed operations. 

 

氏名 

Flight Crew’s 

Name 

証明書番号 

License No. 

資格 

License Category 

型式 

Licensed Aircraft Type 

発行機関 

Issuing Authority 

発行日 

Date of Issue 

有効期間 

Expiry Date 

英語能力 

English 

Proficiency 

(ICAO 

Level) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



Attachment E:航空機乗組員航空身体検査証明書（Flight Crew Medical Certificates） 

 
List the following information in Table concerning flight crew engaged in proposed operations. 

  
.氏名 

Flight Crew’s 

Name 

証明書番号 

Certificate No. 

身体検査基準 

Certificate Category 

発行機関 

Issuing Authority 

発行日 

Date of Issue 

有効期間 

Expiry Date 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 


