
 

日本ビジネス航空協会 会報 
 

2019 年 11 月号 （隔月刊） 
 

              

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

CONTENTS 

 

 

  ◇  会員紹介  … JAL ビジネスアビエーション(株)   3 ページ 

 

◇ ビジネス航空業界のトピックス・新着情報         6 ページ 

         

◇ 協会ニュース                    7 ページ 

                                                        

 ◇ 入会案内                      9 ページ 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

【表紙写真】  FBOの窓に映る機体と 

     

        ランプで使用する Golf Cart が存在を主張しています。 

         いかにもアメリカっぽい景色です。 

     

                        (写真：JBAA) 
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◇ 会員紹介 

 

JAL ビジネスアビエーション株式会社 

 

設 立 ：  2019年１月 11日 

資 本 金 ：  150百万円（準備金含む） 

株 主 ：  日本航空株式会社 51％、丸紅株式会社 49％ 

代 表 者 ：  紺戸 隆介 

事業内容：  チャーターフライト手配、オーナー所有機マネジメント、 

運航支援・グランドハンドリング 

旅行業登録：  2019年 9月 5日 

 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：   http://www.jalba.co.jp/ 

 

お申込先：  チャーターフライト   03-5460－5869 

       グランドハンドリング    03-5460－5868 

メールでのお問い合わせ jalba@jal.com 

 

当社は、日本航空と丸紅が日本のビジネスジェットの需要拡大に応えるべく、チャーター

フライト手配、オーナー所有機マネジメント、運航支援・グランドハンドリングの３つのサ

ービスを提供する目的で２０１９年１月１１日に設立いたしました。 

  

【当社が提供するサービス】 

 

１．チャーターフライト手配 

☆ お客さまのご要望に基づき、安全で快適なビジネスジェット運航会社を選定し、チ

ャーターフライトを提供します。 

   

①日本発着便 

 日本からアジア、アメリカ、ヨーロッパへの国々への長距離飛行など、定期便の

飛んでいない  ご希望の空港へもダイレクトに。 

 

②海外地域便 

  海外都市間の移動も自由に快適に。日本発着の国際線定期便との乗継ぎもスムー

ズに。 

 

http://www.jalba.co.jp/
mailto:jalba@jal.com
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③日本国内便 

  日本国内のフライトアレンジもお客さまのご要望に応じて柔軟に。 

 

☆ 日本航空定期便をご利用いただき海外にてお乗り継ぎいただく際、主要空港におい

て担当係員がご案内するエスコートサービスを提供します。行先空港により異なり

ますが、日本航空定期便到着ゲートより空港出口、空港出口からビジネスジェット

FBOや同空港内ビジネスジェット搭乗までのエスコートをアレンジ致します。 

  

☆ チャーターフライトにご搭乗のお客さまへ、区間に応じたマイル積算のサービスを

実施します。 

（但し、ＪＡＬﾏｲﾚｰｼﾞ会員が対象となります。ﾌﾗｲﾄﾏｲﾙ・JMB 提携航空会社としての

積算ではありません。） 

 

＜日本から海外へダイレクト便イメージ＞ 

  

    ＜定期便からの乗り継ぎ便イメージ＞ 
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  ＜日本国内便イメージ＞ 

          
 

２．運航支援・グランドハンドリング 

☆ 国内各空港でのビジネスジェットの運航支援・グランドハンドリング、その他発着

に関わるサービスを手配します。 

 

３．オーナー所有機マネジメント 

  ☆ 世界大手のビジネスジェット運航会社 Jet Aviationと協力し、日本のオーナー

様所有機のスケジューリング、乗員・格納庫・整備の手配をします。 

 

ＪＡＬビジネスアビエーションは、チャーターによるお客さまの移動手段の手配のみなら

ず、日本のお客さまが保有するビジネスジェットの運航支援および整備の手配などの全て

業務に携わることで、さらに高い品質・利便性を提供し、常に最高のサービスをお届けしま

す。 

以上 
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◇ ビジネス航空界のトピックス・新着情報 

 

「外国元首・祝賀使節等の来日に伴う不定期航空便の運航」について航空局 

から告知が出されました 

 国土交通省航空局は 9月 6日、即位の礼に伴い 10月 19日から 26日までの期間、羽田空

港及び成田空港を、各国の政府専用機の利用を最優先すること。また、政府専用機の回航先

空港の設定を発表しました。期間中の不定期便運航については、空港運営に支障がない場合、 

人道上必要な場合などは、該当空港の利用が可能になる場合があることとしました。 

 

「ビジネスジェットの受入環境改善に向けた関係者連絡会」が開催されました 

 首都圏空港のみならず地方空港においてもビジネスジェットの需要が拡大している状況

の中、受入環境の改善推進を目的に、航空局主催の関係者連絡会が 10 月 15 日に開催され

ました。連絡会には JBAAの他、空港を管理する 9県の自治体及び空港会社 5社が出席しま

した。 

席上、岡田会長から協会の取組みについてプレゼンテーションを行いました。 

 

NBAA-BACE 2019が開催されました 

10月 22～24日の間、ネバダ州ラスベガスの Las Vegas Convention Centerで NBAA-BACE 

(Business Aviation Convention & Exhibition) 2019 が開催されました。主催する NBAAの

事前の発表によると、米国および世界各国から約 1,000社が出展、スタティックディスプレ

ー会場の Henderson Executive Airport を含めて約 100機の航空機が展示される予定との

ことです。尚、来場者数などについては後日 NBAAから発表される予定です。 

 

成田国際空(株)が BJ ターミナル「PremierGate」のホームページをリニューア

ルしました 

NAA はホームページ上の BJ ターミナルの紹介ページを以下をコンセプトにリニューアル

しました。 

◇ 分かりやすく ～知りたい情報にすぐアクセス～ 

 ・BJターミナル専用バナーを作成し、成田空港 HPトップページに掲載 

 ・BJターミナルまでのアクセス写真を追加 

◇ 見やすく ～一目でイメージしやすく～ 

 ・写真付きボタンリンクへ変更 

 ・各種サービスの写真追加 

◇ 新しく ～新しいニーズへの対応～ 

 ・中国語ページの作成（2019年 11月リリース予定） 
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詳しくは https://www.naa.jp/jp/b2b/premiergate/bus.html をご覧下さい。 

 

 

◇ 協会ニュース 

 

「外国元首・祝賀使節等の来日に伴う不定期航空便の運航」への対応 

 本件について協会は航空局から事前説明を受けて、その内容へのコメントを会員の皆様

に求めました。会員から寄せられたコメントを基に、協会から BJの事業運航に支障がない

運用を求める書面を航空局宛に提出しました。 

 また、協会では航空局の告知発信を受けて、会員の皆様に情報の発信を行うと共に、AsBAA、

NBAA、IBAC に本内容を即刻伝達しました。これを受けて AsBAA、NBAA、IBAC は各関係先に

対して情報の発信を行いました。 

 

専門委員会を開催しました  

 10月 20日に「技術規制緩和フォローアップ委員会」、10月 27日に「空港・グランドハン

ドリング専門委員会」をそれぞれ開催しました。 

「技術規制緩和フォローアップ委員会」には 13 社から 14 名が参加して、協会が取り組む

要望事項について進捗説明、議論や意見交換を行いました。併せて今後の取り組みとして、 

新たなビジネスモデルの議論を進めることについて説明をいたしました。 

「空港・グランドハンドリング専門委員会」では 26社・団体から 37名が参加して、即位の

礼、オリンピック・パラリンピック関連の協会取り組みの報告、地方空港の利便性改善に向

けた沖縄分科会の状況説明に加えて、会員から現状の課題報告などについて議論、報告が行

われました。 

 

NBAA-BACE 2019 に出展しました 

NBAA-BACE 2019(10月 22日～24日)に成田国際空港(NAA)、東京国際空港ターミナル 

（TIAT)、愛知県(中部国際空港)とともに JBAAが出展しました。今回も昨年同様、4社の一

体感を醸成するよう “Japan Pavilion” としてブースを設置しました。JBAAからは田村

副会長、菊池事務局次長が出張しました。詳細につきましては別途 JBAAホームページで出

張報告を掲載いたします。 

 

 

主要協会活動（9-10月） 

9月 3日  即位の礼に関する告知内容の擦り合わせと確認を、岡田会長、東山常務、

森崎事務局長が航空局担当と実施しました。 

 

https://www.naa.jp/jp/b2b/premiergate/bus.html
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9月 11日 岡田会長、田村副会長が柏木東京航空局長を訪問しました。また、 

航空局の武田ネットワーク企画課長を訪問しました。 

9月 12日    四役会を開催しました。 

9月 17日    日本ヘリコプター事業推進協議会定例会に田村副会長が出席しました。 

9月 20日  技術規制緩和フォローアップ委員会を開催しました。(前述) 

9月 27日  空港・グランドハンドリング専門委員会を開催しました。（前述） 

10月  7日  令和元年第 5回理事会を開催しました。 

10月 15日   「BJの受入環境改善に向けた関係者連絡会」に岡田会長、東山常務、 

         森崎事務局長が出席しました。(前述)        

10月 22日～24日 NBAA-BACE 2019 に田村副会長、菊池事務局次長が出張しました。(前述) 
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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

