
ビジネスジェットの利用が
さらに便利になります！
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NGO

KIX



成田国際空港

BR/W  2,500m

AR/W  4,000m

第１旅客ターミナル

第２旅客ターミナル

ビジネスジェット専用ターミナル

定期便が利用していない場合、

ビジネスジェットの乗客の乗降が可能

ビジネスジェット専用スポット

約100ｍ

プライバシーを確保した専用動線を利用して短時間での出入国検査
が可能となり、東京エリアへのスピーディーなアクセスが可能

車寄せは専用ターミナルの目の前。
スムーズな乗降が可能。

自由にご利用いただけるラウ
ンジを整備

専用のCIQ施設を備え、短時間で
出入国検査が可能

成田空港から東京都心へのアクセスがヘリコプターで２０分、リムジン
で５０分で可能

成田空港

赤坂
東京

ヘリコプター: MCAS

50 分

リムジン

20‐30 分

東京都心

CIQ施設を備えたビジネスジェット専用ターミナル供用中

BUSINESS AVIATION TERMINAL

- Premier Gate -



ハンドリング会社（運航代理店）

問い合わせ先

会社 Tel Fax E‐mail URL 

㈱アイ・エー・エス・エス 03‐6661‐6950 03‐3668‐7721 ops@iass.jp http://www.iass.co.jp/

朝日航洋㈱ 0568‐39‐0298 0568‐28‐5484 tooru‐yoshioka@aeroasahi.co.jp http://www.aeroasahi.co.jp/

インターアビエーション・ジャパン㈱ 03‐6402‐1566 03‐6402‐1550 info@interavia.co.jp http://www.interavia.co.jp/

㈱エアロワークスインターナショナル 0479‐78‐2251 0479‐78‐2252 fltops@aeroworks.jp http://www.aeroworks.jp

㈱三和スカイテック 0476‐32‐8091 0476‐32‐8092 narita@skytechjp.com http://www.skytechjp.com

JAPAN AVIATION SERVICE㈱ 03‐5708‐0088 03‐5708‐0090 flightsupport@jas‐fbo.co.jp http://www.jas‐fbo.co.jp/

マイナミ空港サービス㈱ 0476‐34‐8647 0476‐34‐8812 shien@mainami‐ks.co.jp http://www.mainami‐ks.co.jp/

㈱ユニバーサル・アビエーション 0476‐34‐8910 0476‐34‐8911 japaninfo@universalaviation.aero  http://www.universalaviation.aero/

ヘリコプターサービス

森ビルシティエアーサービス㈱ 03‐3568‐2474 03‐3568‐0823 mcas@mori.co.jp http://www.mori.co.jp/mcas/

《専用ターミナルについて》

《スポット・スロット申請について》

成田国際空港株式会社 BUSINESS AVIATION TERMINAL –Premier Gate-
TEL：0476-34-5531 E-mail： nrt_bizterminal@naab.co.jp

国土交通省東京航空局 成田空港事務所 管制保安部 航空管制運航情報官運用室
TEL：0476－32－6410，6411 FAX：0476－32－6421

ウェブ上で事前にご利用可能なスロット、スポットが確認可能

URL： http://www.naa.jp/jp/airport/ga/

mailto:ops@iass.jp
http://www.iass.co.jp/
mailto:tooru-yoshioka@aeroasahi.co.jp
http://www.aeroasahi.co.jp/
mailto:t.nakazawa@interavia.co.jp
mailto:fltops@aeroworks.jp
http://www.aeroworks.jp/
mailto:narita@skytechjp.com
http://www.skytechjp.com/
mailto:flightsupport@jas-fbo.co.jp
http://www.jas-fbo.co.jp/
mailto:shien@mainami-ks.co.jp
http://www.mainami-ks.co.jp/
mailto:japaninfo@universalaviation.aero
http://www.universalaviation.aero/
mailto:mcas@mori.co.jp
http://www.iass.co.jp/


羽田空港

ハンドリング会社

問い合わせ先

《ビジネスジェットに関する取組みについて》
国土交通省航空局航空戦略課 Tel : 03‐5253‐8695  Fax : 03‐5353‐1656
航空ネットワーク部首都圏空港課 Tel : 03‐5253‐8721  Fax : 03‐5253‐1660

《スロット申請について》
東京空港事務所管制保安部航空管制運航情報官

Tel : 03‐5757‐3000（内線4016）

・成田が利用できない深夜早朝時間帯は、羽田でも乗入が可能
・昼間時間帯は、一定の条件下（※）で乗入が可能

19
分

26
分

東京

品川

31
分

横浜

26
分

東京ディズニー
リゾート

26
分

浅草

ビジネス利用
ビジネスの中心となる
都心から近く、短時間
での移動が可能
東京駅（丸の内） ： １９分
品川 ： ２６分

観光利用
近隣には観光地も多い
（浅草、横浜等）

浅 草 ： ２６分
横 浜 ： ３１分

◆ ロケーション（車） ◆

車利用による所要時間 （目安）

３

会社 Tel Fax E‐mail URL 

㈱アイ・エー・エス・エス 03‐6661‐6950 03‐3668‐7721 ops@iass.jp http://www.iass.co.jp/index.html

㈱エアロワークスインターナショナル 0479‐78‐2251 0479‐78‐2252 fltops@aeroworks.jp http://aeroworks.jp

㈱ＡＮＡエアサービス 0476‐32‐0735 0476‐32‐0736 biz_jet@astyo.ana‐g.com http://web.astyo.ana‐g.com/bizjet/

JAPAN AVIATION SERVICE㈱ 03‐5708‐0088 03‐5708‐0090 flightsupport@jas‐fbo.co.jp http://www.jas‐fbo.co.jp

㈱ノエビアアビエーション 03‐5708‐7976 03‐5708‐0263 ops@n1.noevir.co.jp http://www.noevir.com/

マイナミ空港サービス㈱ 03‐6428‐0323 03‐6428‐0324 shien@mainami‐ks.co.jp http://www.mainami‐ks.co.jp

㈱ユニバーサルアビエーション 03‐5708‐7571 03‐5708‐7574 info@universalaviation.aero http://www.universalaviation.aero/

○車での東京都心部へのアクセス時間は・・・
・羽田空港20分
・成田空港50分（ヘリでは20～30分）

○海外のＧＡ機主要空港に比べアクセスが良好！
（例：ロンドン近郊）
・ルートン空港（ＧＡ機比率：25.6%）：車で30分
・ファンボロー空港（ＧＡ機専用空港）：車で70分

【車での都心部へのアクセス時間 （目安）】

ルートン

ファンボロー
羽田

成田
※ヘリでは
20～30分

70分

30分
50分

20分

都心部 (東京 or ロンドン)

（※）昼間時間帯の発着回数制限：8回／日

mailto:nrtap@iass.co.jp
http://www.iass.co.jp/index.html
mailto:fltops@aeroworks.jp
http://aeroworks.jp/
mailto:biz_jet@astyo.ana-g.com
http://web.astyo.ana-g.com/bizjet/
mailto:flightsupport@jas-fbo.co.jp
http://www.jas-fbo.co.jp/
mailto:ops@n1.noevir.co.jp
http://www.noevir.com/
mailto:shien@mainami-ks.co.jp
http://www.mainami-ks.co.jp/
mailto:info@universalaviation.aero
http://www.universalaviation.aero/ground-support-locations/japan/tokyo/RJTT/


中部国際空港

24 時間運用空港, CIQ常駐, スロット・スポット余裕あり

国際ビジネスジェットの運航に最適な空港

アクセス

名古屋市内
に約３0分

（車で約30分）

日本の中央に位置することから、
日本各地への移動が大変便利

税関
入国管理局

検疫

ハンドリング会社
（運航代理店）

整備
格納庫

グラウンド
サービス

航空局

空港会社
運航支援

空港運用（COC）

空港会社運航支援チームがハン
ドリング会社を支援し、フライ
トの事前調整やお客様のエス
コートを実施

24時間空港を管理・運用してい
るセントレア・オペレーショ
ン・センター（COC）もビジネ
スジェットの運航をサポート

空港会社が中心となることで、各機関
との密接な連携により、よりフレキシ
ブルでスピーディーな対応が可能

アライアンスにより一丸となってビジ
ネスジェットの受け入れ体制を構築

セントレア独自の
アライアンス

新幹線で
東京 ，京都 ，大阪

にも 便利



問合せ先 : 中部国際空港株式会社 空港運用本部 運航支援チーム
Tel:０569-38-7850   E-mail: businessjet@cjiac.co.jp

会社 Tel Fax E‐mail URL 

㈱アイ・エー・エス・エス 03‐6661‐6950 03‐3668‐7721 ops@iass.jp http://www.iass.co.jp/

朝日航洋㈱ 0568‐39‐0298 0568‐28‐5484 bj‐support@aeroasahi.co.jp http://www.aeroasahi.co.jp/

㈱エアロワークスインターナショナル 0479‐78‐2251 0479‐78‐2252 fltops@aeroworks.jp http://www.aeroworks.jp

JAPAN AVIATION SERVICE㈱ 03‐5708‐0088 03‐5708‐0090 flightsupport@jas‐fbo.co.jp http://www.jas‐fbo.co.jp

㈱ノエビアアビエーション 03‐5708‐7976 03‐5708‐0263 ops@n1.noevir.co.jp http://www.noevir.com/

マイナミ空港サービス㈱ 0476‐34‐8647 0476‐34‐8812 shien@mainami‐ks.co.jp http://www.mainami‐ks.co.jp

㈱ユニバーサルアビエーション 03‐5708‐7571 03‐5708‐7574 japan@universalaviation.aero http://www.universalaviation.aero

ハンドリング会社

ビジネスジェット格納庫

＆ 整備

【格納庫仕様】
延床面積：5,500 ㎡（107m×51m )
想定機種：ガルフストリームG550×5機

（最大BBJ/ACJ）格納可能
主な設備：ハイドロミュール、GPU、

各種トーバー他
その他 ：事務所, ラウンジ, 工作室,

油脂庫等

ビジネスジェット専用ターミナル
＆ ＶＩＰラウンジ

ビジネスジェット専用ターミナル

VIP ラウンジ

プライバシーとセキュリティー
が確保された専用動線

迅速な出入国手続き

くつろぎの空間

（ただし、使用時には関係機関との事前の調整が必要）

月極・一時利用が可能
㈱ジャプコンの整備士が常駐

（セスナ認定工場，ガルフストリーム等
整備実績有り）
24時間整備対応

mailto:nrtap@iass.co.jp
http://www.iass.co.jp/
mailto:tooru-yoshioka@aeroasahi.co.jp
http://www.aeroasahi.co.jp/
mailto:fltops@aeroworks.jp
http://www.aeroworks.jp/
mailto:flightsupport@jas-fbo.co.jp
http://www.jas-fbo.co.jp/
mailto:ops@n1.noevir.co.jp
http://www.noevir.com/
mailto:shien@mainami-ks.co.jp
http://www.mainami-ks.co.jp/
mailto:info@universalaviation.aero
http://www.universalaviation.aero/


関西空港

KIX

100km

Kobe

Osaka

Kyoto

・大阪・京都・神戸といった
都心へも至近

・魅力的な観光資源がＫＩＸ
から100km周辺に集積

・完全24時間運用・2本の滑走路
・スロット・スポット共余裕があり、いつでも発着可能

ﾋﾞｼﾞﾈｽｼﾞｪｯﾄ駐機場

・北米‐アジア間の
テクニカルランディング
空港としても最適

Asia

North America

KIX

アジアへのゲートウェイ



会社 Tel Fax E‐mail URL 

㈱アイ・エー・エス・エス 03‐6661‐6950 03‐3668‐7721 ops@iass.jp http://www.iass.co.jp/

㈱エアロワークスインターナショナル 0479‐78‐2251 0479‐78‐2252 fltops@aeroworks.jp http://www.aeroworks.jp

㈱CKTS 072‐456‐5031 072‐456‐5038 ops@ckts.co.jp http://www.ckts.co.jp/en/index.html

JAPAN AVIATION SERVICE㈱ 03‐5708‐0088 03‐5708‐0090 flightsupport@jas‐fbo.co.jp http://www.jas‐fbo.co.jp

マイナミ空港サービス㈱ 072‐456‐6221 072‐456‐6223 shien@mainami‐ks.co.jp http://www.mainami‐ks.co.jp

㈱ユニバーサルアビエーション 072‐460‐1415 072‐460‐1435 japan@universalaviation.aero http://www.universalaviation.aero/

ハンドリング会社

問い合わせ先

《ビジネスジェットに関する取組みについて》
関西国際空港株式会社 航空営業部 TEL 072‐455‐2109 FAX 072‐455‐2057 E‐mail: shingu@nkiac.co.jp

《スロット申請について》
国土交通省大阪航空局関西空港事務所 TEL 072‐455‐1330 FAX 072‐455‐1329

mailto:nrtap@iass.co.jp
http://www.iass.co.jp/
mailto:fltops@aeroworks.jp
http://www.aeroworks.jp/
mailto:flightsupport@jas-fbo.co.jp
http://www.jas-fbo.co.jp/
mailto:shien@mainami-ks.co.jp
http://www.mainami-ks.co.jp/
mailto:japan@universalaviation.aero
http://www.universalaviation.aero/ground-support-locations/japan/tokyo/RJTT/


首都圏では、成田空港にCIQ施設を備えた首都圏初のビジネスジェット専用ターミナルがあり、
スムーズな手続きが可能です。また、中部圏では名古屋空港や中部国際空港、
関西圏では神戸空港にビジネスジェット専用動線が整備されており、スムーズな
移動が可能です。

主要な空港では複数のハンドリング会社（運航代理店）が、スロット等の調整、ＣＩＱ申請や
航空法に基づく各種申請業務等を請け負っています。なお、代表的な国際空港 （成田・羽
田・中部・関空）のハンドリング会社については本パンフレットの当該ページをご参照下さい。

Q4. 日本の空港の利用可能な時間（運用）は何時から何時までですか？

空港によって運用時間は異なります。代表的な国際空港では、成田空港の離着陸可能な
時間は6:00～23:00ですが、羽田・中部・関西空港の各空港では24時間離発着が可能です。
※詳細は各空港の空港事務所までお問い合わせ下さい。

Q3. どの空港でも海外からビジネスジェットの乗り入れは可能ですか？

はい。ほとんどの空港（国土交通省・空港会社・地方公共団体の管理空港）に基本的には乗入が可能
です。なお、成田・羽田・中部・関西等の国際定期便等が就航している２９の代表的な空港については
特別な申請は不要ですが、県営名古屋や神戸空港などの空港（※）については、
指定外空港の使用許可申請書により許可を得る必要があります。
※１ 詳細は各空港の空港事務所及びＣＩＱ各事務所へお問い合わせ下さい。

Q2. ビジネスジェットで海外から日本に乗り入れる場合、手続きはどのような流れになりますか？
また、申請は英語でも可能ですか？

使用空港におけるスロット等の調整（→Ｑ５） 、ＣＩＱ機関への申請（※）を行った上で、
航空法に基づく許可申請（チャーター機の場合）が必要です。なお、航空法に基づく
許可申請については、国土交通省航空局の航空事業課への申請が必要となります。
また、申し訳ありませんが、航空法に基づく許可申請は日本語表記のみの受付となっています。
（連絡先） 航空事業課 03‐5253‐8111（内線: 48535） ※各空港のＣＩＱ各事務所へお問い合わせ下さい。

Q6. ビジネスｼﾞｪｯﾄで日本に乗り入れても、CIQ手続きなどに時間がかかるのではないですか？

Q5. ビジネスジェットが利用できるスロット・スポットの確認はどうすれば良いですか？また、滞在期
間に制限はありますか？

基本的には各空港の空港事務所（航空局）へご確認及び調整をお願いします。なお、成田空港にお
きましては、２０１２年４月から成田空港会社のホームページからスロット・スポットの空き状況の確認
と予約申請手続きが可能になりました。（詳細はこちら http://www.naa.jp/jp/airport/ga/index.html ）
また、滞在期間の制限は成田・羽田空港を除き基本的にはありません。なお、成田空港
においては最大で３０日間、羽田空港においても１０日間の滞在が可能です。

Q１. ビジネスジェットで海外から乗入れる場合には、何日も前に申請しなければいけませんか？

いいえ。航空法に基づく許可申請は運航日の3日前までに必要でしたが、2011年10月より、
緊急商用時の場合などについては離発着の予定時刻の24時間前まで受付をしています。
※ＣＩＱ機関への申請期限等につきましては、各空港のＣＩＱ各事務所へお問い合わせ下さい。

Q7. 空港を利用する際のハンドリング会社（運航代理店）の連絡先がわからないのですが・・・

http://www.naa.jp/jp/airport/ga/index.html
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