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◇  巻  頭       

 

政府専用機としてのビジネス航空機の現状 

 

丸紅エアロスペース株式会社 

取締役会長 

JBAA 常務理事 紺戸 隆介 

 

我が国における昨今のビジネス航空機の利用頻度に関しては、僅かずつではありますが、

増加傾向にあるものの、欧米の需要に比べれば、特に米国と比べた場合、未だ遥かに低い

数値となっているのが現状です。 

また、個人・企業の利用はもとより、特に政府としての利用が諸外国に比べれば、遥かに

低いものとなっています。 

懸る状況下、日本ビジネス航空協会としても政府主導のビジネス機利用促進を働きかけ

ており、また自民党もビジネス航空機がもたらす新たな産業の創出を鑑みて、党内に「ビ

ジネスジェットの利用促進議員連盟」を発足させ、利便性の高い政府専用機の導入を検討

し始めています。 

 

御存知のように、我が国では政府専用機（Boeing747）が 2 機あるものの、その利用は天

皇皇后両陛下、皇太子同妃両殿下、首相及び邦人救助に限られている為、その他の閣僚、

政府高官は、ほとんどが民間航空機を利用しているのが実情です。 

 

それでは諸外国はどうでしょうか。 

弊社が、先日開催された「第 4 回ビジネスジェット議員連盟総会」において講演させて頂

いた資料に基づき、諸外国の現状をご説明します。 

 

現在政府専用機を保有して

いる国は、世界で 100 ヶ国以

上あり、これらの国では、国家

元首の利用のみならず、閣僚、

政府高官、議員、国賓などの要

人輸送にも頻繁に利用されて

います。 

 

政府専用機と言われると、恐

らくほとんどの人が大型機 
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（Boeing、Airbus 等）を思

い浮かべるでしょうが、実

際には所謂「ビジネス航空

機」に分類されるジェット

機がその半数近くを占めて

います。 

従い、諸外国では閣僚、政

府高官、議員クラスが政府

専用機を頻繁に利用する事

が可能となっているのです。 

 

 

世界の主要国である G8 各国はどうでしょうか？ 

添付資料にある通り、大型機は当然ですが、日本とロシア以外は各国が複数のビジネス航

空機を保有し、その数は G8 国が保有する政府専用機のほぼ半数を占めているのが分かりま

す。 

 

 

さらに驚くべき事は、

100 ヶ国以上ある政府専

用機保有国のうち 41 ヶ

国が、ビジネス航空機を

所有していますが、その

うち何と 33 ヶ国が日本

からの政府開発援助

（ODA）を受けている

国々であると言う事実

です。 

 

 

 

実に、ビジネス航空機を政府専用機として所有している 8 割の国々が、日本から援助を

得ているのです。 

日本が援助している国々が、日本が保有していないビジネス航空機を運用しているとは

皮肉な話です。 

前述のように世界の政府専用機ではビジネス航空機が相当数を占めており、これほど政府

専用機として世界で一般的に普及しているにも拘わらず、日本国政府が保有していないと
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言う事実が、翻って日本の企

業・個人にも普及していない事

への表れではないでしょうか。 

 

ビジネス航空機を広く日本

企業・個人への普及を図る為に

も、まずは政府が率先してその

利用及び導入を是非前向きに

検討して頂きたいところです。 

 

 

 

 

◇ ビジネス航空界のトピックス ・ 新着情報 

 

ABACE2014 

 ABACE（Asian Business Aviation Conference & Exhibition）2014 が、NBAA(National 

Business Aviation Association)と AsBAA(Asian Business Aviation Association)の共催で

４月 15 日－17 日に上海虹橋空港の Shanghai Hawker Pacific Business Aviation Service 

Center で開催されました。 

今年の ABACE は、日本から航空局甲斐次長

の Opening Speech もあり大いに盛り上がりま

した。Opening Speech の参加者は； 

Ed Bolen, President and CEO, NBAA（NBAA

会長） 

Jiang HuaiYu, Director, CAAC, Central and 

Southern Region (CAAC中央、南部地域 長官) 

Michael Huerta, Administrator, FAA (FAA 

長官) 

Wang Zhiqing, Deputy Administrator, CAAC 

(CAAC 副長官) 

航空局 甲斐次長 

Li Derun, President, Shanghai Airport 

Authority (上海空港 社長) 

 

 

           あいさつされる甲斐航空局次長 (写真上)  日本からの delegation  
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甲斐次長からは、日本のビジネスジェット受け入れ体制について説明がなされ、首都圏

空港や国際ビジネスチャーター機の国内運航の規制緩和、日本版 Part-135 の導入ほか、 

2020 年のオリンピックの開催に向けての、積極的なビジネス航空の受け入れについて説明

がなされました。  

 会場はかなり盛況で、出展は 187 社の参加、３８機の機体展示と大いに盛り上がりま

した。日本からは、愛知県、成田空港株式会社の２社が出展されました。会場の状況から

EBACE なみの活況を呈しており、中国の力強さが感じられました。また、開催に先立ち４

月 14 日月曜日には、ABACE を主催している NBAA と会場を提供している上海空港との間

で、ABACE を今後 2021 年まで上海で開催を続行する旨の契約が取り交わされました。 

 

現在中国のビジネスジェット業界は過去 3 年に比べ Slow Down しているようですが、台

湾、マカオを含め Greater China というカテゴリーで次の機数が昨年末現在、登録されて

います。（出典、Aviation Week Show News） 

 中国  248 機 

 香港  97 機 

 台湾  15 機 

 マカオ  11 機 

 合計  371 機  

（大中国登録機は 73％、残り 27％は国外登録） 

         

  地上展示風景 （右) 

   

2007 年には、香港と名古屋で ABACE が開催

されましたが、それ以降のビジネス機の中国に

おける発展は目覚ましく、機数も中国本土と比

べても日本は歯が立ちません。  

 

← 甲斐航空局次長（左）と北林 JBAA 会長  

 

 

甲斐次長の話にもありましたが2020年のオリンピック開催に向けて、日本も官民挙げて、

ビジネスジェットの受け入れ態勢を整え、ビジネスジェット機数増加の方策を真剣に検討

し、ビジネス航空業界の発展を目指して行く必要があると考えます。 

   

EBACE2014 

EBACE（European Business Aviation Convention & Exhibition）2014 が 5 月 20 日－ 

22 日に今年もジュネーブで開催され、盛況が予想されます。 
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◇ 協会ニュース 

 

定時社員総会 

会員の皆様にはすでにご案内しておりますが、一般社団法人「日本ビジネス航空協会」の

2014 年度の定時総会を 5 月 9 日(金)にメルパルク東京で開催致します。総会後には例年通り

懇親会を予定しております。 

 

ビジネス航空（ビジネスジェット）の利用方法 

協会ホームページに「ビジネス航空（ビジネスジェット）の利用方法」を新たに設けまし

た。 

 

主要協会活動（3－4 月） 

３月３日  四役会開催 

３月１２日 成田国際空港(株)を訪問 

３月１８日 ヘリコプター事業促進協議会の定例会に出席 

３月２４、２５日 神戸市役所、神戸空港（ヒラタ学園、エアバス・ヘリコプターズ・ 

ジャパン）、新関西国際空港(株)を訪問  

４月７日  監事会を開催 

４月７日  理事会を開催 

４月１５日－１７日 ABACE に参加 

 

 

◇ 会員紹介 

 

神 戸 市 

神戸市みなと総局 

空港事業室推進課 森本 良二 

 

１．神戸空港 

神戸空港は、神戸市の中心地三宮より南に約８㎞、ポートアイランド(第２期)の沖に建

設された海上空港です。 

2006 年 2 月 16 日朝、神戸発－羽田行きの１番機が飛び立ち、神戸の空の玄関口として

神戸空港“マリンエア”が開港しました。 

神戸空港は、神戸の新しいまちづくりに不可欠な都市基盤として計画され、1999 年に

空港島の埋立認可後、同年 9 月 13 日に現地着工し、約６年の歳月をかけて竣功・完成し

ました。 
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・開 港：2006 年 2 月 16 日 

・種 別：第三種空港(地方公共団

体 

が設置し、管理する空港） 

・運用時間：午前７時から午後 10 時 

（15 時間運用） 

・滑 走 路：2,500ｍ×60ｍ １本 

・位 置：神戸市中央区神戸空港 

・全体面積：272ha 

（内 告示区域 157ha） 

                       神戸空港南上空から 

２．国内定期便 

開港当初より、国内定期運航便の発着枠が 1 日 30 便と上限が定められ、2014 年 4 月 1

日現在、札幌/新千歳（5 便）、仙台（2 便）、東京/羽田（9 便）、茨城（2 便）、米子（2

便）、長崎（4 便）、鹿児島（1 便）、沖縄/那覇（5 便）の計 8 路線、発着便数は枠一杯

の 30 便が運航されています。 

 

３．国際便 

国際便については、自家用機及びオウンユースチャーター機に限るとされる中、2006

年 9 月 28 日に記念すべき『国際ビジネスジェット』の第 1 便が神戸空港に就航し、2014

年 3 月 31 日までに延べ 110 機（内オウンユースチャーター機 8 機）が就航しています。 

CIQ 体制の充実等を国に要望してきた結果、2013 年 4 月より、植物防疫と動物検疫も

可能となり、長年の問題であった残滓の処理が可能となりました。より使い安い神戸空港

にして行くため、空港を設置・管理する神戸市として、運航規制の緩和や国際便の利用促

進のためのＣＩＱの対応時間の改善をお願いしてまいります。利便性向上のため、ビジネ

スジェット協会と会員の皆様のお力もお借りしたいと考えておりますので、宜しくお願い

します。 

 

４．CIQ 審査室 

神戸空港の特徴として CIQ 審査室があげられます。CIQ 審査室は、神戸空港ターミナ

ルビル内と神戸空港島内のヒラタ学園エアーセンターにあり、１地方空港に２箇所の設け

られていることは非常に珍しいことです。 

特に、エアーセンターを利用する場合は、次の利点があげられます。 

①完全専用動線を確保できている。 

②航空機から審査を受けハイヤーに乗るまで直線移動距離が 100ｍ程度ですむ。 

③国内移動にヘリコプターを利用する場合は、ヒラタエプロン内で乗り換えが出来る。            

④CIQ 審査不要の移動の場合は、航空機に自動車を横付けできる。 

 

ヒラタ学園 

エアーセンター 

神戸空港 

ターミナルビル 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%83%E3%83%88
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CIQ 審査の申し込みや利用時間など、ご不便をおかけすることがありますが、都心に近

い神戸空港の一層のご利用をおねがい申し上げます。 

 

ヒ

ヒラタ学園エアーセンター 全景(左) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 投 稿 

 

艦載機 落とし噺 

 

会報担当 柳井健三 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヒラタ学園エアーセンター  

右棟 1 階の CIQ 審査室 (上) 

ヒラタ学園エアーセンター 

 CIQ 審査室 内部 (左) 

 

今年 1 月に瀬戸内海でおきた自衛隊輸送艦「おおすみ」と釣り船の衝突は人身事故として不幸な結

果となった。「おおすみ」の姿はかつて日本帝国海軍の空母「飛龍」や「蒼龍」をほうふつとさせる。 

空母を持たない自衛隊だが、フリートには「いずも」、「ひゅうが」という大型ヘリコプタ数機を同時に運用

する護衛艦（通称ヘリ空母）がある。大規模災害時には「おおすみ」級の輸送艦も救難・輸送ヘリ発着基

地として活躍するだろうことを想像すると、ビジネス航空の一端に関わるものとして心強い。 

この原稿を書いている時に韓国で旅客船の転覆が起き、多くの民間人が落命された。集団的自衛権

はさておき、自衛隊輸送艦が、国際的にも活用できる｢集団的救助隊｣であってもいいのではないか。 

日頃ビジネスジェット機や救急ヘリコプタに接しておられる会員読者諸氏には、空母や艦載航空機は馴

染みのない分野と拝察しますが、投稿原稿の途切れた本号の窮余策となるか、貴重な紙面をお借りし

て、そのトリビアを語ってみます。 
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        護衛艦 「おおすみ」（左）と「ひゅうが」のイラスト （ウィキペディアより）             

 

 固定翼機の空母を持たないわが国の自衛隊で使われる艦載機のひとつに E2Cホークアイとい

う飛行機がある。E2C（写真）は早期警戒機（AEW）として上空からレーダーにより航空機や船舶

の動向を監視してその情報を地上の管制

機関に通報する任務を行う航空機。監視

と管制を空中で同時に行う機能を持たせ

た空中警戒管制機 E767（AWACS）とは任務

が異なるが、共に「空飛ぶレーダーサイ

ト」として知られている。AEWが戦術的機

能、AWACSが戦略的機能と考えてもいいだ

ろう。 

                             着艦する E2C Hawk Eye 

 

E2Cは米国ノースロップ・グラマン社で開発された。米海軍では空母航空部隊の進出方向 110

マイルの空域に先行して、上空で捉まえた情報を母艦や部隊に通報する。ミサイルなどの攻撃兵

装はなく、アクティブとは言えない兵装は電子妨害、対電子妨害機能（ECM,ECCM）のみだ。 

筆者は旧職で E2Cの定期修理を行う会社で飛行試験を担当していた。実際に空母で離着艦した

経験はないが、訓練で教官やマニュアルから得た知識ならある。さも見てきたようなことを

書くが、嘘ではないので、講釈を聴くつもりで受け流して頂きたい。（落とし噺なので） 

 

１  離着艦の痛し痒し 

艦載機に見られる主な特徴は、①サイズが空母のエレベータに乗るように制限される 

②短い甲板上で離着艦するには、助走や制動は自力では無理 ③カタパルトや制動装置を

利用するので丈夫な降着装置を持つ ④離着艦は極めて遅い速度であり、陸上機のような

ゆとりはない。 

 

まずサイズだが、E2C は F14 に次いでデカい。翼長が空母のエレベータからはみ出すの

でデッキでは翼を折りたたむ構造を持っている。長さの制限は性能に影響を与える、陸上

機のように方向舵が主翼から離して置けないので舵や安定版を大きく、多く（合計 4 枚）

しなければならない。方向安定のデメリットは操縦の難しさに比例する。高さも問題であ

る。傘のようなアンテナ（回転するので Rotodome と言う）は格納庫に納める時は縮める。
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（自衛隊機は陸上運用なのでこの伸縮機構は持たない） 

 

まず離艦。E2C は脚が長くて丈夫だ。自力のエンジンがあるとはいえ、25 トンの機体を

数秒のうちに空中に放り出すカタパルトの牽引力に耐えねばならないノーズギア。そして

着艦の大きな衝撃に耐える長いショックストラットを持ったメインギア。 

パイロットはエンジンを全開にセット、パワー・レバーを無条件にストッパーまで進め

る。このとき２基のエンジンは 9200 馬力、重量 25 トンは YS11 機の最大重量とほぼ同じ

だ、YS11 が 6100 馬力なのに比べるとスポーツカー並みのパワーだ。そしてここが艦載機

のユニークな手順、パワー・レバーのロックアップ・ラッチをアームにセットする。これ

でもうパワー・レバーはロックされて動かない。加速中のｇでパイロットが不用意にレバ

ーを戻してしまわないよう考慮したプロテクションである。 

そしてブレーキを放すが機体はまだ動かない、全てが GO ならデッキのオフィサーにサ

インを送る、そこで始めてカタパルトがリリースされる。凄まじい加速のｇで身体は背板

に押し付けられる、僅か２～３秒の間の離艦なので操縦なんかしている暇はないだろう（と

思う）。アッという間に空中に放り投げられる、あとは幾分かのジェット推力も加わって

10000 馬力で一挙に上昇、と言うのが E2C の離艦だ。似たような場面はトム・クルーズの

映画にも出てきた。 

 

さて着艦である。空中から母艦のデッキは卓球のテーブルくらいの大きさに見えるらし

い。操縦席にあるアプローチ・インデクサ（速度と降下率が適正であるかの案内指示器）

の OK サインが点灯するようにグライド・パスをパワーで制御するが、甲板の端にも同じ

ような○とバーによる誘導指示器（Meatball、後述）がある。でもこのパスから大きく外

れたり、外れが予測されるとデッキ・オフィサ（後述）が判断したらウェーブオフ（ゴー・

アラウンドの海軍用語）の指令が音声とパドルにより発せられる。Go-No go の判断は艦上

の指揮官によるのだ。 

一般に着陸は接地の衝撃を和らげるため（大なり小なり）フレア操作（ソフトランディ

ングのためにやや機首を上げる）を行うが、着艦のように限られた着陸帯に正確にタッチ・

ダウンしなければならない場合や、長い滑走路が要るデルタ翼機などは、既に十分機首が

上がっているからフレア操作などしたくない。アプローチの姿勢のまま（蝉が木に止るよ

うに）ドスンと接地させる、コンコルドのタッチダウンも同様だ。 

E2C ではタッチ・ダウンの衝撃は 2.9ｍの高さから物体を落とした場合に等しい。長い主

車輪のショックアブソーバーが 60 ㎝ほどグッと縮むのはアートのようだ。 

 

ちょっと専門的で恐縮だが、図のカーブは離着陸速度域での必要エンジンパワーを示し

ている。カーブの底値は Vx と表し、その飛行機が最少パワーで飛行できる速度である。Vx

から左の領域は速度が減ると、より以上にパワーが必要になる「バックサイド」と呼ばれ

る領域。 
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陸上機や小型機の多くはバックサイドを避

けた速度域「フロントサイド」で着陸進入を

行うが、超音速機やデルタ翼機、また滑走路

長の短い艦載機はバックサイド領域で着艦し

ている。外から見分けるには進入中の飛行機

の姿勢が大きく機首上げになっており、パワ

ーも 50％以上入っていることで分かる。 

 

図  速度 対 必要パワー →                

 

 

一般に飛行機の着陸は重量や気温/高度から滑走路端を通過する速度（Vref）を算出し、

その速度を維持するように降下するが、艦載機では翼の失速速度からのマージンを直読す

る数字、（AOA＝瞬時の翼の迎え角から計算した無名数）のみに頼って進入する。パイロッ

トは目方や温度を気にすることなく決められた数字を維持するように操縦する。 

 

E2C の着艦速度は失速速度（Vso）プラス 20％ほどのマージンで設定されており、かな

り小さい値だ。着艦の様子を陸岸から眺めたとしたら面白い。広い洋上では 20 ノットの風

なんか当たりまえ、また母艦は離着艦のあるときは風に向かって 20 ノットで航走する。 

90 ノットでアプローチする E2C は、対気速度 40 ノット（20＋20）で動いている母艦の着

艦デッキに 50 ノット（90－40）の相対速度でタッチダウンする。単発セスナのような小型

機なら機速と滑走路の速度に差がないので、ほとんど着陸できない勘定だ。 

減速時のｇもまた凄まじい、イナーシャル・リール（ショルダーハーネス）のロックを

忘れたら K1 ボクサー以上の顔面パンチを受けるだろう。これも僅か 3～4 秒の出来事。 

 

２   3本目が最高 

屋台で手にするお銚子の数でも気分は同じだが、空母に着艦する艦載機が何本目の拘束

ワイヤにフックを引っ掛けるのがベストか? 妙なテーマだが着艦の美学として面白い話

題だ。 

我が国では陸上飛行場での運用なので

空母への離着艦はしないが、基本装備とし

て空母での運用も可能な機能を備えてい

る。その一部に、着艦デッキに装備された

アレスティング・ワイヤー（拘束ケーブル）

に捉まえて貰うアレスティング・フック

（拘束鈎爪）を持っている。 

 

アレスティング フックとケーブル 
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アレスティング・フック（拘束フック）：飛行機の下腹部後部にあり、デッキに張られたアレスティン

グ・ワイヤ－を引っ掛ける長さ２ｍほどの丈夫な鈎爪。着艦前に「Down」にセットする。 

 

アレスティング・ワイアー（拘束ケーブル）： 

航空機のフックを捕捉した瞬間、油圧によりブレーキをかけ停止させる。麻と鋼鉄を縒り合せ

たケーブルをデッキに 5－10cm ほど浮かせて配置する。120 ノットで着艦する 25 トンの飛行機

を 350フィート以内に停止させる能力がある。           

このケーブルは着陸帯のアプローチ側（艦尾）から 30フィートほど進んだ位置から 35フィー

トごとの間隔で 4本が張り渡されており 45秒ごとに再セットされる。 

 

ミート・ボール：着陸帯の左側に設置される降下角案内装置（陸上では PAPI）、カタチは絵のよ

うで緑色の水平バーを基準にライトの位置と色、フラッシュで着艦の高低、良否を判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

Meatball  と ランプの意味 

 

ヘッド・アップ・ディスプレイ（HUD） ： 

操縦席にあるコリメート・イメージ・レンズ。(注) 

着艦に必要な情報（前述の AOAの数字など）を着艦デ

ッキを見通して表示する。           

（注） 着艦するパイロットはこのレンズを通して着艦デッキを見ており、

眼の焦点は無限大に合っている。必要な飛行データも光学的無限

大位置(つまり着艦デッキ上)に投影される。その都度、視線と眼の焦

点を切り替えて機内の計器を読む（Head down）ワークロードは無く

なる。HUDは最近のHeavy Business Jetの一部の機種にも装備さ

れている。                                       レンズ内の情報越しに見える着艦デッキ 

 

さて、アレスティング・ケーブルの哲学である。差し渡された 4本のケーブルの何本目に引っ

掛けるのが良いのか?  

3本目に引っ掛けたパイロットが「Well done」だ。Meat ballに正しく合わせて、そのまま｢ド

シン!｣と落とすのがコツらしい。だから接地前のフレアはない。 

1本目のケーブルならおそらく low だろう。艦尾の構造物に引っ掛ける可能性が一番高いから

｢ペケ｣。 
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2本目は「まあまあ」か。しかし 3本目と比べたらそのリスクは大きい。 

4本目はおそらく Highだ。これに引っ掛け損ねたら wave off(go around)しないと「水ポチャ」

で一巻の終わり。大変リスキーな着艦でやはり「ペケ」だ。 

 

 2 本目の構造物に当るリスクと、

3 本目の「あと１本」のリスクを

比べたら 3本目がまだ安全サイド

だろう。 

そこで 3本目のワイヤーに捉まえ

られたパイロットが一番優秀と

評価される。因みにパイロットは

デッキに接触したら直ちにパワ

ーを「Max」位置に進める。万一

ケ－ブルを捕捉できなかった時

には wave off(復航)しか手段がな

いからだ。 

絵  コックピットから見た着艦デッキと Meatball  

 トム・クルーズの映画にも出てきた離艦の信号を出す ACO

（Airplane Catapult Officer）は若者が憧れるカッコいい下士官

のお兄ちゃんだが、LSO（Landing Signal Officer）はパイロット

上りの怖い将校。アプローチ中のパイロットは LSOの指示にも従う

義務がある。ラジオとパドルで Bolter！(離艦)の指示が出たら

wave offしなければならない。 

LSO もまた危険なミッションだ。彼の立ち位置から舷側右手３ｍ

下には大きなカゴがあり、底にはネットが張ってある。ヘタくそパ

イロットが突っ込んできた時には自衛のため、カゴに身投げする。 

翌日このパイロットはカゴから這い上がってきたおっちゃんから     煤だらけの LSO 

ペケのピンクカードを貰う羽目になる。         

 思えば艦載機の離着艦は「他力本願」

で、200 フィート以下でパイロットのす

ることはほとんどなさそうだ。でもいろ

んな哲学や美学があるのは面白い、アメ

リカでの訓練中に一度はやってみたか

ったと、筆者は思っている。  

 

Great Kiss 

←San Diego の海浜公園にあるモニュメント  

背景は空母 Midway 
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◇ 入会案内 

 

当協会の主旨、活動にご賛同いただける皆様のご入会をお待ちしています。会員は、正

会員（団体及び個人）と本協会の活動を賛助する賛助会員（団体及び個人）から構成され

ています。 

詳細は事務局迄お問い合わせ下さい。入会案内をお送り致します。 

 

 入会金 正会員    団体 50,000 円   

   個人 20,000 円 

        賛助会員   団体 30,000 円     

 個人  1,000 円 

    年会費 正会員    団体 126,000 円以上    

個人 20,000 円以上 

        賛助会員   団体 52,500 円以上   

 個人 10,500 円以上 

 

◇ ご意見、問い合わせ先 

事務局までご連絡下さい。 

 

日本ビジネス航空協会 事務局 

(一社)  日本ビジネス航空協会 事務局 

〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1丁目１番 3号  

東京宝塚ビル 10F 丸紅エアロスペース ㈱ 内 

 

電話：03-5157-7525   

Fax： 03-5157-7510 

web: http://www.jbaa.org    

e mail: info@jbaa.org  

 

 

 

地図 

http://www.jbaa.org/

