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ビジネスジェットご利用手順

ON DEMAND   
BUSINESS JET

CHARTER
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お問い合わせ側

旅行代理店 様

企業 秘書・総務部 様

チャーターブローカー様

運航会社側

機体・乗員・整備の利用確認

空港ＳＬＯＴ/ＳＰＯＴ確認

運航条件の確認（ＶＩＳＡや飛行許可
、着陸許可など

1 ) ファーストコンタクト(旅行社様と運航会社の初めのやり取り）

チャーターリクエスト

運航可否連絡

２） お客様側に準備頂く、運航までに必要な情報

When
Where１）運航日程・区間

ＷＨＯ
２）搭乗者名簿

３）搭乗者数

４）氏名

５）連絡先・住所

6)  送迎車輛情報
ＨＯＷ

正式見積書提出・発注確認書による契約

出発の1週間前が
目安。

比較的急ぐ運航に
適用する方法です。

(外航機運航の外為送
金の場合1週間は送金
時間が必要です。）

船車券契約・基本契約による個別契約

出発まで
１ヶ月以上
あり、じっく
りと組立て
る御旅程に
適用

クレジットカード決済

空港使用・運航調整提
出期限の３日前までで入
金が間に合わない場合。
又、外航機の場合もこの
ようなケースがある。

３） 契約締結支払手続き

※契約内容(含む 支払条件など) は運航会社により異なりますので、
個別にご相談頂きますようお願い申し上げます。
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１）空港内での動線
（Meet/Send)※１

２）送迎車、担当者
との連絡

３）空港ハンドリング・
クルーとの打合わせ

４）搭載機内食

※２
５）CIQの流れ ６）空輸の確認

4) 運航準備開始

入金＝飛行機の拘束/乗員整備/アテンダントの手配確保。⇒ 当局へ
航空路航行許可/空港施設使用届/運航調整依頼書/ＣＩＱへの運航
手配連絡を開始

5) 運航手配管理業務と準備

※１ 空港動線の確認と空港使用届、領空通過調整

午前出発の場合は前日空輸となる可能性があります。

6) 旅客出国 運航準備完了

専用ゲートから、車両で機体まで、ご案内 機側では機⾧とフライトアテンダントがお出迎え 人数が多い場合はマイクロバスやリムジンバスを利用
(後方は貨物車）

送迎車輛の例
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往路ご出発当日の流れ

復路ご到着当日の流れ

羽田空港（例）：
ビジネスジェット専用ゲートまで御出発30分前を
目安にお越しください。
担当スタッフが、お客様のお出迎えから駐機場
のジェット機までエスコートいたします。

目的地空港:
御到着後、担当スタッフがジェット機からお出迎えのお車までエスコートいたします。
渡航先空港によっては、ビジネスジェット専用ラウンジを御利用いただけます。

目的地空港：
ビジネスジェット専用ラウンジ御出発30分前を
目安にお越しください。
担当スタッフが、お客様のお出迎えからジェット機までエスコートいたします。

羽田空港（例）:
到着時、航空機サイドにて案内係がお待ちしております。
入国手続きや税関手続きのお手伝いの後、お車までエスコートいたします。

7) ご出発・到着当日の流れ
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ビジネス機専用ターミナルの利用に関してイメージ（各空港により異なります）

 ご出発時は約30分前を目安にご指定の場所にお越しください。
 スタッフがお客様をお出迎えし、駐機場のジェット機又はお迎えのお車までエスコートいたします。
 国際線では、専用の出入国審査、税関手続きをご利用いただけます。

機体までの動線はこちらのビデオをご覧下さい。

Narita premier gate (land)        Haneda BJ gate(land) LAX FBO (airside)

HK FBO SHIZUOKA FBO(lobby)
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チャーター可能機種

ON DEMAND   
BUSINESS JET

CHARTER
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VERY LIGHT LIGHT SUPER 
LIGHT

MIDSIZE SUPER 
MIDSIZE LARGE SUPER 

LARGE
LONG 

RANGE COMMERCIAL

-Gulfstream社製
-定員 13-19名
-航続距離 7,000-7,500nm
-巡航速度 956km/h

<機内サービス例>
・ ご希望の機内食やアルコール・ビバレッジ
・ 機内エンターテインメント（DVD, エアショー, 機外カメラ）
・ WiFi、衛星電話、スキャナー、コピー機
・ 電子レンジ、オーブン、冷蔵庫、エスプレッソマシン（機種による）
・ 前方と後方にパウダールーム(化粧室)
・ シャワールーム （機種による）
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VERY LIGHT LIGHT SUPER 
LIGHT MIDSIZE

SUPER 
MIDSIZE LARGE SUPER 

LARGE
LONG 

RANGE COMMERCIAL

-BOMBARDIER社製
-定員 13名
-航続距離 6,000nm
-巡航速度 907km/h

<機内サービス例>
・ ご希望の機内食やアルコール・ビバレッジ
・ 機内エンターテインメント（DVD, エアショー, 機外カメラ）
・ WiFi、衛星電話、スキャナー、コピー機
・ 電子レンジ、オーブン、冷蔵庫、エスプレッソマシン
・ 前方と後方にパウダールーム(化粧室)
・ シャワールーム （機種による）
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VERY LIGHT LIGHT SUPER 
LIGHT MIDSIZE SUPER 

MIDSIZE LARGE SUPER 
LARGE

LONG 
RANGE COMMERCIAL

-Cessna Aircraft社製
-定員 8名
-航続距離 5,276 km 
-巡航速度 849 km/h

<機内サービス例>
・ ご希望の機内食やアルコール・ビバレッジをご提供できます。
・ 機内エンターテインメント（DVD, エアショー）
・ 衛星電話、
・ 電子レンジ、冷蔵庫、
・ 後方にパウダールーム(化粧室)
・ 日本人フライトアテンダント乗務
・ ストレッチャー装備による患者搬送が可能
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Citaion
CJ2+

- Cessna社製
-定員 6名
-航続距離 2,987km（1,613nm)
-巡航速度 774km/h

<機内サービス例>
・ ご希望の機内食やアルコール
・ 後方にパウダールーム(化粧室)

飛行範囲は日本国内です。

SHIZUOKA AIR COMMUTER

VERY LIGHT
SUPER 

MIDSIZE
SUPER LIGHTMIDSIZE LARGE SUPER 

LARGE
LONG 

RANGE COMMERCIALLIGHT SUPER 
MIDSIZE

SUPER 
LIGHT
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VERY LIGHT LIGHT SUPER LIGHTMIDSIZE
SUPER 

MIDSIZE LARGE SUPER 
LARGE

LONG 
RANGE COMMERCIAL

- Cessna社製
-定員 6名
-航続距離 2,015km（1,088nm)
-巡航速度 750km/h

<機内サービス例>
・ ご希望の機内食やアルコール
・ 後方にパウダールーム(化粧室)
・日本人ﾌﾗｲﾄｱﾃﾝﾀﾞﾝﾄ乗務
・ｽﾄﾚｯﾁｬｰ装備による患者搬送が可能

Citaion V

LIGHT SUPER 
LIGHT
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VERY LIGHT LIGHT SUPER 
LIGHT MIDSIZE

SUPER 
MIDSIZE LARGE SUPER 

LARGE
LONG 

RANGE

[カテゴリー]

COMMERCIAL

- Beechcraft社製
-定員 6名
-航続距離 1,590km (859nm)
-巡航速度 525km/h

<機内サービス例>
・ ご希望の機内食やアルコール
・ 後方にパウダールーム(化粧室)
・日本人ﾌﾗｲﾄｱﾃﾝﾀﾞﾝﾄ乗務
・ｽﾄﾚｯﾁｬｰ装備による患者搬送が可能 当該機種のチャーターサービスオペレーター

中日本航空株式会社 名古屋空港２機常駐

Super King Air 200
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ビジネスジェットご利用例

ON DEMAND   
BUSINESS JET

CHARTER
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具体的な旅行の造成例

本旅程の特徴

 自由で快適なフライト
 完全なプライベート空間
 自由な目的地設定
 手に届く価格設定
 高効率なコミッション
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Inbound旅程造成例

 短時間に多地域訪問
 完全なプライベート空間
 自由な目的地設定
 手に届く価格設定
 高効率なコミッション

16



医療目的（健診、患者搬送）のご利用方法例
 医療目的（健康診断）のためにBJ機での来日。

専門医療の検診を受けるために海外から渡航。
※運航の許認可は10日前から3日前に改正。（外国籍の飛行機）

 不慮の事故、病気に、EMS機（医療専用機）による緊急搬送。
医師の管理下のもと高度専門医療の病院、もしくは地元へ戻るための患者搬送。

 患者搬送に必要な情報
搬送元病院の医学的診断書、患者情報（パスポート情報）、搬送先病院の連絡先。
※患者搬送は優先して運航の許認可を取得可能。（日本国籍の飛行機）

 費用について
海外旅行保険に高度専門医療費、航空機による搬送費を賄う商品は充実しつつある。（外国保険）
今後は、日本に入国した外国人が加入することが出来る保険商品の充実が必要。
医療アシスタント会社の相談窓口。（各社保険会社サポートチームが対応可能）
※日本人が急病、事故、事件に遭遇するケースは年間５万件を超えおり、その数は年々増加傾向にある。
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BJ機の利用 効果測定
効果が発揮される場合と、されない場合

名古屋→庄
内→花巻→
名古屋※

複数目的地への

周遊飛行

名古屋
⇔福岡

単純な往復

効果↓

効果↑

定期便の無い目的地

自由な時間設定
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Airline利用ビジネスジェット利用

国際線にて効果が発揮されるケース

各都市で2時間商談を想定
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国際線での利用
効果が発揮される場合と、されない場合

20



概算チャーター料金

ON DEMAND   
BUSINESS JET

CHARTER
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羽田発 往復フライト 金額例

行先 所要時間 税込金額

新千歳 往1：40 復1：50 3,631,284  

仙台 往1：05 復1：05 2,395,332

新潟 往1：15 復1：15 2,582,820

名古屋 往1：00 復1：00 1,974,229

中部 往1：10 復1：10 2,327,086

関西 往1：50 復1：25 3,355,668

神戸 往1：45 復1：20 3,207,924

広島 往1：50 復1：30 3,483,540

岡山 往1：35 復1：25 3,188,052

高松 往1：35 復1：25 3,188,052

高知 往1：45 復1：45 3,631,284

松山 往1：50 復1：30 3,631,284

福岡 往2：15 復1：40 4,712,148

熊本 往2：15 復1：45 4,751,892

鹿児島 往2：20 復1：45 4,751,892

那覇 往3：20 復2：25 6,337,332

名古屋発 往復フライト 金額例

行先 所要時間 税込金額

新千歳 往1：50 復2：00 3,534,094

仙台 往1：05 復1：20 3,153,070

新潟 往1：15 復1：05 2,058,598

成田 往1：15 復1：20 2,439,622

羽田 往1：05 復1：10 2,173,683

関西 往1：15 復1：05 2,288,768

神戸 往0：55 復0：50 2,621,192

広島 往1：10 復0：55 2,137,914

岡山 往1：00 復0：45 1,871,974

高松 往1：00 復0：50 1,938,459

高知 往1：00 復0：50 1,938,459

松山 往1：15 復1：10 2,403,853

福岡 往1：40 復1：20 2,869,246

熊本 往1：35 復1：20 2,802,762

鹿児島 往1：40 復1：15 2,705,562

那覇 往2：45 復2：10 4,265,427

① 国内でのご利用について 料金例

※飛行時間は冬季(1月)を基準とした目安です。
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成田発国際線 往復フライト 金額例

行先 国名 所要時間 税込金額

ユジノサハリンスク ロシア 往2：40 復2：50 6,512,999

ウラジオストク ロシア 往2：50 復2：50 6,388,682

ソウル 韓国 往2：50 復2：15 6,153,606

済州 韓国 往2:50 復2:15 6,153,606

北京 中国 往4:10 復3:40 9,322,637

大連 中国 往3:30 復3:05 7,842,101

青島 中国 往3：45 復3：05 8,090,735

上海 中国 往3：40 復2：50 7,842,101

台北 台湾 往4：40 復3：00 8,712,320

高雄 台湾 往4：30 復3：40 9,085,271

香港 香港 往5：20 復4：20 10,204,124

マニラ フィリピン 往5：30 復4：10 9,620,924

グアム アメリカ 往3：50 復3：55 7,802,478

サイパン アメリカ 往3：45 復3：50 7,678,161

※グアム・サイパンは、現在飛行体制を整えております。完了でき次第のご案内とさせて頂きます。

② 日本発着の国際線チャーターについて 料金例

※飛行時間は冬季(1月)を基準とした目安です。条件により途中給油を行う場合があります。
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※現地2泊、旅客10名を想定。
※お見積り料金にはチャーター機、燃料代、乗務員費用、航空保険、整備代、機内食、着陸料、

駐機料、上空通過料、空港施設利用料など公租公課など諸経費が含まれております。

③ 日本発着の国際線チャーターについて

成田発国際線 往復フライト 金額例

行先 国名 所要時間 税込金額

シンガポール シンガポール 往7：40 復6：30 22,000,000.-

ハワイ アメリカ合衆国 往6：15 復9：40 24,000,000.-

ロンドン 英国 往12：30 復11：40 40,000,000.-
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お問い合わせ先のご案内

ON DEMAND   
BUSINESS JET

CHARTER
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より詳細な情報を御希望の方は以下まで御連絡をお願い致します。

お問い合わせ先
(国際線チャーター)

丸紅エアロスペース株式会社

〒100-0006
東京都千代田区有楽町1-1-3
東京宝塚ビル10階

ビジネスジェットに関するお問い合わせ先

第二営業本部
民間航空機ビジネスユニット

電話:          03-5157-7503

E-mail:       charter@asp.marubeni.co.jp

Web:         http://www.gulfstream.jp/

双日株式会社

〒100-8691
東京都千代田区内幸町2-1-1

ビジネスジェットに関するお問い合わせ先

航空産業・情報本部

情報産業・航空事業部 航空ビジネ
ス課ビジネスジェットチーム

電話: 03-6871-2508

E-mail: bizjet@sojitz.com

Web: http://www.sojitz-bizjet.com/

株式会社ジャプコン

〒144-0043
東京都大田区羽田空港1-7-1
第二総合ビル5階

ビジネスジェットに関するお問い合わせ先

マーケティング部

電話: 03-6803-1718

E-mail: jet.info@japcon.co.jp

Web:   http://www.japcon.co.jp/
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より詳細な情報を御希望の方は以下まで御連絡をお願い致します。

お問い合わせ先
(国内、近距離国際線チャーター）

朝日航洋株式会社

〒136-0082
東京都江東区新木場4-7-41

ビジネスジェットに関するお問い合わせ先

第二営業部第二グループ

電話: 03-3522-0646 
E-mail: info-air@aeroasahi.co.jp
Web: http://www.aeroasahi.co.jp

静岡エアコミュータ株式会社

〒421-0411
静岡県牧之原市坂口3520-11
静岡空港内

ビジネスジェットに関するお問い合わせ先

営業推進室 BJ営業チーム

電話: 0548-29-2670
E-mail: info@fd-aviationengineering.co.jp
Web: http://www.fd-aviationengineering.co.jp

中日本航空株式会社

〒480-0202
愛知県西春日井郡豊山町大字豊場
殿釜2番地 名古屋空港内

ビジネスジェットに関するお問い合わせ先

飛行機営業部 営業課

電話: 0568-28-6321
E-mail: ap_eigyo@nnk.co.jp
Web: http://www.nnk.co.jp
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