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【表紙写真】   HondaJet ELITE  

     

        今回の NBAA-BACE 2018(10 月 16日～18 日)の Static Display 

              会場に展示された機体です。 

   ELITE独特のメタリック塗装を目の当たりにすると、自動車メーカー 

Hondaの DNA を感じます。 

                                【写真：JBAA】 
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◇ ビジネス航空界のトピックス・新着情報 

 

「東京 2020 オリンピック・パラリンピック大会期間中におけるビジネスジェッ

トの受入対応に関する第 2回意見交換会」が開催されました 

 航空局政策企画調査室の主催による 2 回目の意見交換会が 9 月 14 日に開催されました。

7月に開催された第 1回の意見交換会のレビューと、各社から出された意見等を踏まえ、課

題解決に向けて航空局が CIQ を含む関係省庁・部署との調整を実施するとの考えが示され

ました。 

 

「第 2 回 東京 2020 オリンピック・パラリンピック大会期間中における政府専

用機・ビジネスジェットの受入対応に関する意見交換会」が開催されました 

 7月に開催されたオリパラに関係する組織、団体による意見交換会の第 2回目が航空局政

策企画調査室の主催により、9 月 25 日に開催されました。本意見交換では、以下の 4 団体

が各テーマに沿って発表を行いました。 

 ・東京オリパラ時の BJ受入れの基本的な考え方 【国土交通省航空局】 

 ・政府専用機・BJの受入れに求められる諸条件について 【日本ビジネス航空協会】 

 ・二次交通を含む大会期間中の輸送に関する東京都としての考え方 【東京都】 

 ・東京オリパラ及び他の国際イベントにおける政府専用機の受入れについて 【外務省】 

  

◇ 協会ニュース 

 

平成 30年度第 5回理事会を開催しました 

10 月 1 日に平成 30 年度第 5 回理事会が開催され、検討を重ねてきました AsBAA(Asian 

Business Aviation Association)とのパートナーシップに関する覚書について、JBAAが求

める一部の条件が満たされることを前提とした締結の方向性を確認しました。また、10 月

にオーランドで開催される NBAA BACE (Business Aviation Convention & Exhibition) 2018

での日本ブースの出展への進捗報告等がなされました。 

 

拡大専門委員会を開催しました  

 10 月 5 日に「運航・整備・技術・安全」、10 月 31 日に「空港・グランドハンドリング」

の拡大専門委員会をそれぞれ開催しました。 

「運航・整備・技術・安全」には 7社・団体から 12名が参加して、協会が取り組む要望事

項から 13項目の航空局対応などについて進捗説明、議論や意見交換を行いました。併せて

今後の取り組みについて、HondaJet の国内販売という新たな動きもあることから、航空機

メーカーや商社の考え取り入れた幅広い観点での要望の吸い上げを行うこととしました。 

「空港・グランドハンドリング」では 15 社・団体から 29 名が参加して、東京オリンピッ
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ク・パラリンピックに対する航空局の対応の経緯と問題点の洗い出しの他、地方空港の利便

性改善への取り組みとして実施している、新千歳空港分科会実施報告等を実施しました。 

 

NBAA-BACE 2018に出展しました 

10月 16日から 18日に米国フロリダ州オーランドで開催された、NBAA-BACE 2018に成田

国際空港(株)、東京国際空港ターミナル(株)、愛知県とともに JBAA出展しました。今回か

ら従来ブース出展をしていた JCABに代わって TIATが出展し、NAAと共に首都圏 2大空港が

揃って出展をしました。ブースはこれまでと同様、4 社の一体感を醸成するよう “Japan 

Pavilion” として設置しました。JBAAからは田村副会長、森﨑事務局長が出張し、NBAA CEO

の Ed Bolen氏を始めとする関係者への表敬、航空局からの出張者による広報活動の支援や

Honda Aircraft Co.の藤野社長との面談への同席、その他情報収集等にも努めました。 

 

    

               会場内の“Japan Pavilion” 

        

                Static Display 会場 
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主要協会活動（9-10月） 

9月 14日 航空局政策企画調査室主催の「東京 2020オリンピック・パラリンピック大

会期間中におけるビジネスジェットの受入対応に関する第 2 回意見交換会」

が国土交通省で開催されました。協会から田村副会長、森﨑事務局長が出

席しました。 

9月 19日 みなと総合研究財団主催の「第 8回 未来の空港・航空システム研究会」に

て岡田会長が講演を行いました。 

9 月 25 日   航空局政策企画調査室主催の「第 2 回 東京 2020 オリンピック・パラリン

ピック大会期間中における政府専用機・ビジネスジェットの受入対応に関

する意見交換会」が国土交通省で開催されました。協会から田村副会長、

東山常務理事、森﨑事務局長が出席しました。 

9 月 27 日   岡田会長、田村副会長、森﨑事務局長が大野航空ネットワーク企画課長を

訪問し、オリンピック・パラリンピックへの対応方針に関する確認と、協

会が進める企画の進捗状況等について説明を行いました。 

10月 1日      平成 30年度第 5回理事会を開催しました。 

10月 5日   運航・整備・技術・安全拡大専門委員会を開催しました。（前述） 

10月 9日   田村副会長、森﨑事務局長が航空局政策企画調査室を訪問して、NBAA2018

への出張について打合せを行いました。 

10 月 11 日   岡田会長、田村副会長、森﨑事務局長が大野航空ネットワーク企画課長を

訪問し、オリンピック・パラリンピック対応について確認をしました。 

10月 16日～18日 NBAA-BACE 2017に参加しました。（前述） 

10月 23日   新千歳空港において、新千歳空港事務所、空港ビルと新千歳空港分科会が 

        空港の利便性の向上に向けて、第 2回面談を行いました。 

10月 31日   空港・グランドハンドリング拡大専門委員会を開催しました。（前述） 
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◇ 会員紹介 

 

多摩川エアロシステムズ株式会社 

 

多摩川エアロシステムズ株式会社（通称 TAS：タス）は昭和 27 年に創業し、昭和 40 年

6 月に三徳航空電装の社名で航空機電装品の修理会社として設立された会社です。設立後、

当時の全日空整備や野崎産業等を株主に迎え入れる変遷を経て、現在は多摩川精機が株主

となりました。 

 

【会社概要】  

会社概要 多摩川エアロシステムズ株式会社 

代表者  阿川 稔 

創業／設立 昭和 27 年 11 月／昭和 40 年 6 月 

所在地  本社   東京都大田区羽田空港 （旧整備場地区） 

その他拠点 鹿児島県霧島市 （鹿児島空港より徒歩 5 分） 

  長野県飯田市 

資本金  3,050 万円 

売上高  25 億円 

従業員数 211 名（2018 年 11 月現在） 

主要許認可 JCAB、FAA、EASA 認定取得 

 

 

【主要事業】 

主要事業は、航空機装備品の修理と地上支援器材の販売・保守です。主な装備品としては、

スタータージェネレーターやバッテリー、ライト等を長年修理しています。最近では各種ギ

ャレー品目（Coffee Maker, Water Boiler 等）、トイレット、PDU（航空貨物を誘導するロ

ーラー）、フードカート等といった新たな品目にもチャレンジしております。 

これらは羽田空港近くの旧整備地区と言われるエリアで整備しております。主な顧客は

国内エアライン各社様やヘリコプター使用事業会社、警察消防防災といったお客様で、継続

的な取引数として 200 社、取引実績ではそれ以上の数になり、航空機に関連する様々なお

客様と取引させて頂いております。 
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【STARTER GENERATOR】   【COFEE MAKER】    【STEAM OVEN】 

※主に使用事業会社各社へ納品 ※修理数で国内最大  ※機内食用の装備品です 

これらのお客様に対して航空機搭載品の修理のみならず、航空機用電源装置や無線機とい

った地上支援器材の輸入販売やその後のアフターサポートも行っております。 

 

【GSE 事業（航空機用地上電源装置）】 

※地上支援器材も全国の空港や官公庁へ納品しております。 

電源装置は固定式のみでなく自走式やトーイング式の取り扱いもございます。 

 

【無線機】 

※ANA 社始め官公庁や使用事業会社へ納品しています。 

 

事業規模もここ数年拡大しております。それを支えているのが経験豊かな、主にエアライン

出身の OB です。第二の職場として当社を選んで下さっており、長年培った経験とノウハウ

を日本に残すべく元気よく後進の指導にあたっています。 

https://itwgse.com/products/power/itw-gse-7400-egpu/
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【AIRCRAFT BATTERY】        【現場の様子】 

日本一の生産台数実績があります       ベテラン作業者による後進育成は活発です 

（年間約 2400 台） 

飯田地区では 2010 年に親会社である多摩川精機から事業移管を受け、防衛省で使用する

固定翼や回転翼の部品の整備を行っております。立ち上げ当初は親会社からの出向者が多

かったですが、徐々に地元採用を増やしながら、技術継承を行っております。飯田事業所と

してゆるやかに事業を拡大し、今では 50 名体制を組んでおります。 

 

【飯田事業所】               【飯田事業所取扱品目】 

※センサーや指示器など精密な整備が要されます 

 

 

もう一つの拠点の鹿児島は同じく 2010 年に立ち上げました。最初は、日本エアコミュー

ター様のバッテリーの保守を同社の格納庫を間借りして始めることからスタートしました。

その後、機体の整備補助業務や重要装備品であるタイヤホイールの整備を受託し、昨年には、

部品と器材のサポート業務を地元企業より承継する形で始めました。 

鹿児島事業所は立ち上げ当初はエアライン OB が主体でしたが、ここでも徐々に若手へ技

能継承を進めており、認定事業場のサテライトとして 35 名体制となっております。 
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【TIRE WHEEL】       【航空機整備補助事業】       

    ※JAC 様保有機体の清掃など整備補助作業を 

実施しております 

月産 40 本ベースで展開中です 

 

 

【当社の特徴】 

当社の特徴としては JCAB（国土交通省航空局）の認定事業場としての認可のみならず

FAA と EASA の認可も取得している点です。親会社である多摩川精機の製品が海外メーカ

ー(Boeing, Airbus, Bombardier, Pilatus, Honda 等)の航空機に搭載されるようになり、そ

の修理での活用や成田空港や羽田空港のビジネスジェット駐機エリアをご利用される外国

航空機のバッテリー保守対応で FAA と EASA の資格を活用するようになりました。 

とはいうもののまだまだ十分に資格を生かし切れていないので、今後はもっと PR して認知

度を高め、国内外のお客様のニーズに応えていきたいと考えております。 

 

 

【ビジネスジェットについて】 

現在、ビジネスジェット外航機向けに FAA/EASA 認定事業場としてバッテリー保守サー

ビスを行っています。 

その他、当社は整備作業業務や、航空機の地上支援器材の輸入からアフターサービスまで手

掛けております。 

 

これらの経験、スキルに加えて、羽田旧整備地区という立地と、独立系 MRO というプラ

ットフォームを活かして、2020 年の東京オリンピック・パラリンピックを控えたビジネス

ジェット業界に是非とも貢献したいと考えております。 

何か当社でお手伝いできそうなことがあれば、何なりとお声掛け頂ければ幸いです。 
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今後も Small But Excellent （小さな部品が大空を支える）をモットーにお客様に安心

していただけるサービスを提供できるようスタッフ一同取り組む所存です。 

JBAA 事務局はじめ会員企業の皆様のご指導・ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上

げます。 

 

                         多摩川エアロシステムズ株式会社 
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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 

 

 

 (一社)  日本ビジネス航空協会 事務局 

 

〒100-8691  

東京都千代田区内幸町 2－1－1  

  飯野ビル  双日株式会社 内 

電話：03-6871-5107   

Fax： 03-6871-3246 

web :  https://www.jbaa.org   

e- mail:  jbaa@sojitz.com 

 

 

 

https://www.jbaa.org/
mailto:jbaa@sojitz.com

