
リージョナル航空会社 
「フジドリームエアラインズの概要」 

平成25年10月 
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ＦＤＡ設立から現在に至る軌跡 

＜構想約20年間＞ 
  
1991.04.01 静岡エアコミュータ㈱設立 
 

2008.06.24 ㈱フジドリームエアラインズ設立 〈社員52名〉 
 

2009.06.04 富士山静岡空港開港 
 

2009.07.23 静岡発着３路線(小松、熊本、鹿児島)就航 〈社員約160名〉 
 

2010.04.01 静岡＝福岡、静岡＝札幌線就航 
 

2010.06.01 松本＝福岡、松本＝札幌線就航 〈社員約240名〉 
 

2010.10.31 名古屋＝福岡線就航 〈社員約280名〉 
 

2011.03.27 名古屋＝熊本線就航 〈社員約300名〉 
 

2011.05.21 名古屋＝いわて花巻線就航  
 

2011.07.02 名古屋＝青森線就航 
 

2012.03.25 名古屋＝新潟線就航 
 

2013.03.31 名古屋＝高知線就航 
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ＦＤＡの経営理念 

常に改革に挑戦する若々しい精神をもって 

安全で快適な空の旅を創造する 

『地方と地方を結ぶ交流の架け橋となり、 
 それぞれの文化や経済の発展に貢献することにより 
 地域社会に信頼され、その成功を地域の人々と 
 分かち合う会社になる』 

【スローガン】 

 日本一の生産性を誇るエアラインをつくりあげる 

 

 地方と地方を結び、 

 地元と手を取り合って歩むエアラインになる 

 

 お客様に空の旅を喜んで戴ける 

 高品質なサービスを提供するエアラインを目指す 
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会社概要 
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社名 ： 株式会社フジドリームエアラインズ（ＦＤＡ） 

事業内容 ： 航空運送事業 

設立 ： 平成２０年６月２４日 

資本金 ： 約５億円 

株主 ： 鈴与株式会社 １００％ 

本社（登記上） ： 静岡市葵区１番３号（鈴与静岡ビル） 

役員構成 ： 代表取締役社長  鈴木 與平 

： 取締役副社長   内山 拓郎 

： 専務取締役    須川 恒次 

： 常務取締役    久保 秀人 

： 常務取締役    浅井 伸祐 

： 取締役      須川 鐡朗 

： 取締役      中田 秀樹 

： 監査役      石井 信之 

： 監査役      熊丸 誠一 

就航日 ： 平成２１年７月２３日 
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鈴与グループの航空関連会社 
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名称 業種 従業員数 備考 

フジドリームエアラインズ 航空機運航 336 地域航空会社 

エスエーエス グランドハンドリング 221 主にFDA便の受託 

静岡エアコミュータ 小型機、ヘリコプター運航 27 1991年設立 

ドリームスカイ名古屋 グランドハンドリング 409 JALより買収 

中部スカイサポート グランドハンドリング 361 JALより買収 

合計 1,354 
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就航路線 ≪2013年3月～≫ 

青森 ３往復 

花巻 ３往復 

小牧 ⇔ 
新潟 １往復 

高知 １往復 

福岡 ５往復 

熊本 ３往復 

新千歳 １往復 

静岡 ⇔ 福岡 ３往復 

鹿児島 １往復 

松本 ⇔ 
新千歳 １往復 

福岡 １往復 

福岡 ⇔ 新潟 １往復 

    合計 12路線 2３往復/日  

※静岡＝札幌線は週4日運航、静岡＝鹿児島線は週3日運航 
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搭乗率・搭乗者数の推移（開業～） 

2機 3機 5機 6機 7機 

8千人/月 

24千人/月 

45千人/月 

60千人/月 
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従業員の構成 

2009年7月23日時点  

社員数 160人 + 社長1名､役員5名､顧問2名､監査役2名  

 うちパイロット    22人（機長、副操縦士、訓練中含む）  

 うちライン整備士 20人（認定整備士、訓練中含む） 

  

2013年９月1日時点  

社員数 約340人 + 社長1名､役員7名､顧問1名､監査役2名  

 うちパイロット  66人（機長、副操縦士、訓練中含む）  

 うちライン整備士 45人（認定整備士、認定作業者） 
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事業所の展開 

名古屋本社 （県営名古屋空港ビル内） 

  ・総務/人事・広報、営業部、運航部、整備部、 

    乗員部門、空港客室業務部門、整備用格納庫  

                                                      ・・・約220名体制 

静岡本社 （静岡市清水区） 

  ・経営企画部門、営業企画部門、広報・宣伝部門、コールセンター 

    経理部門            ・・・約25名体制 

 

訓練センター（牧之原市坂口 坂口工業団地内） 

  ・乗員訓練部門、シミュレーター事業部・・・約20名体制 

 

静岡空港ターミナルビル 
  ・乗員部門、ライン整備      ・・・約40名体制 

  

札幌空港支店、青森空港支店、新潟空港支店、花巻空港支店 

松本空港支店、静岡空港支店、名古屋空港支店、高知空港支店 

福岡空港支店、熊本空港支店、鹿児島空港支店・・・約15名体制 
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ＦＤＡ使用機材 ERJ170/175の特徴 

9.85m 

29.90m 

エンブラエル社製 ERJ170/175型 

 第5世代の航空機で、ベストセラー 

 操作系にフライ・バイ・ワイヤ（電子制御）を多用 

 複合素材を多用した軽量ボディ 

 高出力・高燃費エンジン（GE社製）を搭載 

 優れたメインテナンス性 

   諸元(※カッコ内は175参考値) 
 
  席数      76(84)席 
  最大離陸重量    34(37)トン 
  航続距離    約3100(2950)ｋｍ 
  巡航速度    Mach 0.81 
          （870km/h） 
  全長      29.90(31.68)m 
  全幅      26.00 m 
  全高         9.85(9.73)m 

      選定理由 
 

①地方空港に適した機体サイズ 
②リージョナル路線に適当な運航性能 
③最新技術を取り入れた新世代機 
④優れた経済性 
⑤同サイズの機体に比べ広い客室空間 
⑥PBB(旅客搭乗橋)が使用可能 
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ERJ170(76席) 3機 ERJ175(84席) 3機 保有 
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ERJ170/175 機体内部 

座席数：７６/８４席 
 
座席ピッチ ：77.5cm（中大型機と同等） 

 

 ダブルバブル型ボディの採用により、 

 広いキャビンを実現 

 良好な視界 

 静かなキャビン環境 
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安全運航体制の確立と堅持 
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＜安全管理体制＞ 

社 長 

安全統括管理者 

安全推進室 

安全推進委員会 

オペレーション安全部会 

事故対策本部 

事故調査部会 

イレギュラー事象対策検討
委員会 

各部 

安全関係事項について、討議・報告を行い、社内の共通認識・方向性を持たせるため、以下の会議体が
設置されている。 
①安全推進委員会：安全目標・安全活動・安全監査等の方針についての決定 
②オペレーション安全部会：安全管理体制を維持する上での支障となる事項の議論を行う他、日常発生 
 する安全に関する事象を紹介し、対応の是非を討議 
③事故調査部会：事故・重大インシデント発生時に原因究明及び再発防止策のために設置。 
 なお、これまで事故・重大インシデントは発生していないため開催されていない。 
※当社の安全への取組及び上記組織の取組・発生案件については、ホームページ上で毎年安全報告書を
公開しております。 
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安全運航体制の確立と堅持 

FDA訓練センターの外観 静岡空港近郊に、パイロットや 

整備士を養成するための 

総合トレーニングセンターを設置。 

フルフライト・シミュレーターを中
心とする訓練施設を整備し、 

乗員、整備士を自社養成。 
 

2010年７月よりJALの訓練受け入れを開始 

フルフライト・シミュレーター 
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脱出訓練施設（モックアップ） 
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11/16予定のチャーター 
実証運航について 
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前回（7/7）のテストフライト結果 

（１）実施内容 
  小牧（09:20）⇒  丘珠（11:00）※丘珠ステイ時に約100名様を招待し見学会を実施 

  丘珠（13:20）⇒  小牧（15:00） 
（２）運航乗務員の訓練 

 事前にシミュレーター訓練を実施、またビジネスジェットに搭乗し、進入・出発方式
及び地形完熟訓練を実施。 

（３）着陸について 
 札幌Raderによるレーダー誘導を受けて、RWY14（北西側）に着陸。 
 南側誘導路の手前までで十分な減速をし、誘導路よりNo.3スポットへ自走IN。 
 減速にあたっては、Idle Reverse / Medium Autobrake / Manual Brakeを使用。 

（４）離陸について 
 午後から北東風に変化したため、RWY32（北西側への離陸）を使用。 
 滑走路末端にて180度転回し、TO1/FLAP4を使用してStanding Takeoffにより離陸。 
 滑走路中央標識の手前でリフトオフ。 

（５）その他 
 初めての1,500mでの離着陸であることから、お客様にはお乗り戴かないで実施（運

航乗務員の他、FDA職員を含め10名程度が搭乗）、従って離陸重量は約6万LBSで実
施となった。 
 

乗客を乗せない（離陸重量を低く）設定での運航であったが、離陸・着陸とも余裕をもって
実施が出来たことから、1,500ｍの滑走路でも運用は可能であると確認ができた。 
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今回のチャーター運航（実証運航） 

１．経緯 
 当初、今年度中の丘珠への運航については７月に実施したテストフライトのみの

予定で、チャーター等の運航は次年度以降、需要があれば実施する想定。 
 

 ８月末に、丘珠研究会より将来的な丘珠空港活用のテストとして今年度中の
チャーター便運航の依頼があった。 

 当社として運航の可否について検討をしたが、次年度以降のチャーター便を実施
した場合における旅客ハンドリングを含めた検証を実地で実施できるため、実証
運航として引き受けることとなった。 

 
 

２．運航予定 
  

 ①小牧発（12:00） ⇒ 丘珠着（13:30） 
 ②丘珠発（14:50） ⇒ 小牧着（16:50） 
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今回のチャーター運航について 

３．安全な運航に向けて 
乗客を乗せての運航にあたっての諸条件について検証を実施し、1,500ｍの滑走
路において離着陸が出来ることを確認。 ⇒ 参考資料参照 
今回のチャーター運航も前回テストフライトと同様、シミュレーターで乗員の訓
練を実施。 
 

４．運航条件 
（１）運航可否の判断 
小牧空港出発の１時間前に機長と運航管理者が気象状態を確認。 
その時点で丘珠空港到着時の天候が不良な場合、予定通り飛行するかどうかを判
断する。 
なお、小牧空港出発後でも、天候が悪化した場合は中止することがある。 
 
（２）運航中止となる場合 
最低気象条件未満となることが予想される場合。（雲底300ft≒90m、視程
1200m） 
横風制限を越えると予想される場合。（20kt≒10m/s） 
滑走路に積雪が予想される場合。 
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参考：ERJ170の必要滑走路長① 

「1,500mの滑走路で安全に離着陸できるか」 
 

「カタログ値の必要滑走路長との違いは何か」 
 

1.カタログ値の必要滑走距離の前提 
 ERJ170のカタログ値での離陸滑走路長は「1,670m」、着陸滑走路長は

「1,230ｍ」。 
 カタログ値での必要離陸滑走路長の前提は、①構造制限最大離陸重量時で、②

滑走路はドライ、③勾配なし、④障害物なし、⑤気象条件は無風、⑥標準海面
高度、⑦標準大気（15℃）。 

 この他の条件として、離陸の際のエンジン出力とFLAPの設定が以下の４通りあ
り、このうちカタログ値では③にて算出されている。 
① TO1 FLAP4 ECSOFF 
② TO1 FLAP4 
③ TO1 FLAP2 ⇒ カタログ値の設定 
④ TO2 FLAP2 

※ TO1 ECSOFF・TO1・TO2：エンジンパワーの設定でTO1 ECSOFFが
最もパワーのでる設定で、以下TO1・TO2と続く 

※ FLAP4・FLAP2：フラップの深さの設定で、FALP4が最も失速速度が
低い 
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参考：ERJ170の必要滑走路長② 

２．今回の離着陸時の設定 
 前記の通り、カタログ値での算定では「③TO1 FLAP2」を利用。 
 エンジンパワーとフラップの設定を変えることにより、カタログ値より必要滑走

路長は短くなる。 
 また、離陸重量が軽くなることにより必要滑走路長は短くなる。 

 
 
 
 
 
 
 
 

※ 丘珠空港の場合、滑走路強度は問題ないが、ランプ強度が低いため、ランプ強度の制限重量の範
囲内で最大離陸重量を設定する必要がある。 
 

※ 必要滑走路長は、離陸時に1基のエンジンが故障し、そのまま離陸を継続し、35ｆまで上昇する
距離の想定であり、ALL ENGINEの場合は約15％短くなる。 
 

※ 離陸重量をランプ強度制限以下とする場合、乗客数は71.8名以下とする必要がある。 
 

なお、離着陸に必要な距離は気象条件によっても変化するため、上記はあくまで理論値とな
ります。 

機種 
最大離陸重量 

形態 
必要滑走路長 

lb t ft m 

ERJ170 

※カタログ値での場合       

74,957 34.0 
TO1 FLAP2 5,479 1,670 

TO1 FLAP4 ECSOFF 4,465 1,361 

※ランプ強度制限重量の場合     

71,900 32.6 
TO1 FLAP2 5,024 1,531 

TO1 FLAP4 ECSOFF 4,109 1,252 
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私ども フジドリームエアラインズは、地域と地域を結ぶ翼として、 

地域の皆様にご愛顧いただけるエアラインとなるべく、 

精一杯努力してまいります。 

 
引き続き、皆様のあたたかいご支援をお願い申し上げます。 
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