
空飛ぶ学び舎

大学・専門学校向け
航空教育プログラム

（団体用）

航空機チャーター専門旅行会社 航空機チャーター手配及び空港業務受託会社



はじめに

私たちは、成田空港をはじめとした様々な空港にて、空飛ぶ学び舎航空教育プログラムを展開しております。

移動手段である飛行機と通過点である空港を、学びの場に変えてしまおうということでスタートした教育

プログラムです。

この度は、航空業界を目指す大学生・専門学生向けに、パイロットとしての操縦体験やキャビンアテンダント

の業務体験、そして航空機の運航を支えるグランドスタッフ等の体験を行っていただける５つのプログラムを

設定させていただきました。

コロナ禍により学校での活動や生活が制限される中、空港およびチャーター機を活用し、本物に触れる実体験

を通して、航空業界への夢を膨らませ、将来に向けた第一歩を踏み出すきっかけになればと考えております。

コロナ禍ではございますが、感染予防対策に徹しながら実施させていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

株式会社ＪＭＲＳ

株式会社エアーチャータージャパン



平成27年、航空機チャーターをもっと身近なものにしたいという想いから

航空機チャーター専門旅行会社として設立。

プロ野球選手用や熊本地震災害時にチャーター機手配を行うことで、

チャーター機に馴染みのない日本において

さまざまな活用方法を展開してきました。

沿革
平成27年 6月 1日 会社設立

平成28年 4月 1日 防衛省内に店舗設置

平成31年 1月11日 業務拡大に伴い、株式会社ＪＭＲＳの他、下記会社を設立

(株)エアーチャータージャパン、(株)ＪＢＳ、(株)ＭＲＳ

事業内容
・旅行業（第１種旅行業：観光庁長官登録旅行業第2074号）

・航空機チャーター事業

・エデュケーション事業

→ 空飛ぶ学び舎航空教育プログラム、ＣＡ体験プログラム、

空港業務体験プログラム など

・グランドハンドリング事業

事業所
本社、防衛省店

平成31年、航空機チャーター手配会社として設立。

航空会社総販売代理店事業（航空ＧＳＡ）や

海外航空会社向けの空港業務受託サービスを通して、

海外の航空会社の新規就航をサポートしています。

沿革
平成31年 1月11日 (株)ＪＭＲＳの関連会社として設立

事業内容
・チャーター手配

・航空総代理店（ＧＳＡ）業

→ 青島航空の日本地区総代理店業務を担っております。

・空港業務受託事業

→ 青島航空、ネパール航空、バンブーエアウェイズ など

・その他運航支援サポート

事業所
本社

株式会社ＪＭＲＳ 株式会社エアーチャータージャパン



事業内容

航空機チャーター事業

国内外の航空会社とのネットワークを活かして、
大型旅客機からビジネスジェットまで
皆様のご要望にお応えし手配いたします。
旅行会社の立場でご相談を承ります。
お気軽にお問い合わせください。

航空会社代理店事業
空港業務受託事業

青島航空の日本地区総代理店事業を受託。
茨城空港にて航空会社スタッフの役割を
担っております。

旅行事業

個人からグループまで幅広く、
ご旅行のお手伝いをさせていただきます。
〈個人旅行〉
国内パッケージ商品「エースＪＴＢ」
海外パッケージ商品「ルックＪＴＢ」
〈団体旅行〉
専任担当者がグループ旅行のお手伝いを
させていただきます。

大会・コールセンター事業

大型の大会運営に精通したスタッフより、
ホテル宿泊をはじめ、交通手配等も
お手伝いをさせていただきます。
また、電話受付はもちろん
FAX受信、Eメール受信も
ワンストップでお引き受けいたします。

エデュケーション事業

空飛ぶ学び舎
航空教育プログラム

機内キャビンアテンダント
実体験プログラム

空港業務体験プログラム

グランドハンドリング事業【2022年7月～】

石垣空港にて、グランドハンドリング事業（旅客・ランプ）を行います。



主な取引のある航空会社 取引空港

Japanese

Korean

Other international carriers

American



株式会社ＪＭＲＳ／株式会社エアーチャータージャパンだからできること

１

２

３

様々な航空機チャーター手配の実績があり、
航空会社をはじめ旅行会社との幅広いネットワークを保有している。

プログラムは様々な航空会社に直接協力を仰ぎ、販売は直接旅行会社とのネットワークを
通じて展開する。

日本に拠点がない外国航空会社の代わりに、到着から出発まで空港受託業務
を実施している。

グランドハンドリング機材一式（ＧＳＥ）も保有していることから空港では航空会社スタッフ
として実際に働いており、航空会社および空港の広範囲に渡る深い業務知識を有している。

小型航空機を保有しており、航空機所有者として航空機体および操縦について
の知識を持っている。

航空機保管責任および運用責任を持っているため、航空機についての知識を有している。

本物の航空教育プログラムの企画・運営が
ワンストップで構築できる！



保有航空機 保有ＧＳＥ

ホンダジェット

シーラス22T ※航空大学校の訓練機と同じ飛行機となります。

トーイングトラクター
（プッシュバック）

TOW BAR
(航空機との連結器具)

トーイングトラクター
牽引車

バゲージカート ベルトローダー
Power Stow型
手荷物搭降載車

ベルトローダー
手荷物搭降載車

※ＧＳＥとは航空機地上支援車輌（Ground Support Equipment）です。

パッセンジャーステップ
旅客昇降車

ACU
(Air Conditioning Unit)

エアコン車

GPU
(Ground Power Unit)

電源車

ASU
(Air Starter Unit)

エンジン起動車

WATER UNIT
飲料水供給車

LAVATORY UNIT
汚物汲取車



空飛ぶ学び舎
航空教育プログラム

一覧

ＦＡＡマスターフライト教官と行く！

ラスベガス・パイロット操縦体験ツアー

韓国航空会社

キャビンアテンダント実体験プログラム

みやこ下地島空港国際線ターミナル

空港地上業務体験ツアー

石垣空港

航空業界研究ツアー（旅客・ランプ）

周遊チャーター便で行く！

航空業界研究フライト



【空飛ぶ学び舎】

周遊チャーター便で行く！

航空業界研究フライト

周遊チャーター便で航空を学ぶ！

周遊チャーター便だからこその

特別プログラム！
現役パイロット・ＣＡが

仕事内容や航空機運航の仕組みについて、

そしてフライトについてのレクチャーをいたします。

さらに研修中はパイロット・ＣＡが同行！

航空業界について

深く知ることができるプログラムです。

航空業界を目指す方へ！

価格例：

お問合せ下さい。

モデル日程案：1泊2日 日帰り

機内でＣＡ業務体験！
駐機中の機内にて、

ＣＡアナウンスやドリンクサービスなどを体験！

憧れのＣＡの業務を実際に経験していただけます。

機内でＣＡ業務を体験できる！

貸切のチャーター便のため、

不特定多数との接触を

避けることができます。

安全性に配慮した

プログラムの実施が可能です。



【空飛ぶ学び舎】

石垣空港

航空業界研究ツアー（旅客・ランプ）

本物のカウンターで旅客業務体験！

カウンター業務
航空会社の顔とも言えるカウンター業務。

実際のカウンターを使用して、

チェックインや手荷物預かりなどの

業務を体験します。

グランドスタッフを
目指す方へ！

稼働中の空港で地上業務見学！

価格例：

100,000円 ～ 150,000円

モデル日程案：2泊3日

ゲートアナウンス体験
お客様をご案内する搭乗案内アナウンス。

スタッフのレクチャーのもと

グランドスタッフのアナウンスを体験できます。

グランドハンドリング機材が

稼働している姿を

目の前で見ることができます！

ランプ業務を目の前で見学！
飛行機が指定の時刻に離着陸できるよう、

支援するのがランプ業務。

飛行機の誘導や貨物の積み下ろしなど、

現場を目の前で見学できます。



【空飛ぶ学び舎】

ＦＡＡマスターフライト教官と行く！
ラスベガス

パイロット操縦体験ツアー

憧れの飛行機操縦が体験できる！

パイロットを体験できる！
航空の聖地アメリカで、飛行機の操縦体験。

ＦＡＡマスターフライト教官全面監修の下

あなたの憧れをサポートします。

英語に自信がない方も！
指導教官は日本人なので

英語力の心配はありません！

滞在中は添乗員が同行いたします。

マスターフライト
教官

玉那覇尚也

パイロットを目指す方へ！

価格例：

250,000円 ～ 300,000円

モデル日程案：5泊7日

航空をより深く知るプログラムも

コックピットを

見学できる！
通常の飛行機では立入禁止のコックピット。

客席とコックピットに仕切りがない小型航空機に

ご搭乗頂きご自由にご覧いただけます！

ラスベガスで航空教室
ノースラスベガス空港で

さまざまな空港業務を見学！

指導教官による航空業界レクチャーとともに

「航空」をより深く知っていただけます。

※ＦＡＡとはアメリカ連邦航空局(Federal Aviation Administration)となります。



【空飛ぶ学び舎】

韓国航空会社

キャビンアテンダント実体験プログラム

本物の航空機を用いた実体験プログラム！

飛行中の機内でＣＡ体験！
機内アナウンス、飲み物提供サービスなどを

飛行中の機内で体験していただけます。

現場の雰囲気を肌で感じられるプログラムです！

空港の現場を学ぶ
本来見ることができない

空港の裏側の見学や、

本物のチェックインカウンターにて

グランドスタッフの業務見学を行います。

ＣＡを目指す方へ！

航空業界の裏側を知るさまざまなプログラム

航空業界セミナー
現役で活躍している

航空会社スタッフが

航空業界についての

さまざまなお話をいたします。

価格例：

150,000円 ～ 200,000円

モデル日程案：2泊3日～

フライト前に

地上にてロールプレイングを行い、

その後実際の機内でＣＡ体験をする

ことで、より深い学びの場として

頂けます。

お見送り体験
現地空港スタッフから

業務の流れを学び、

航空機が飛び立つまでの

お見送りを体験します。



【空飛ぶ学び舎】

みやこ下地島空港国際線ターミナル

空港地上業務体験ツアー

国際線ターミナルを利用して業務体験！

本物のターミナルでゲートアナウンス！
現地空港のグランドスタッフによるレクチャーのもと

搭乗案内アナウンス（ゲートアナウンス）体験！

グランドスタッフを
目指す方へ！

空港を知る特別ツアー

制限エリア内ツアー
通常では見ることができない

ランプエリア等の制限エリアを

現地空港スタッフがご案内。

価格例：

100,000円 ～ 150,000円

モデル日程案：2泊3日

実際に使用されている空港施設で

ゲートアナウンス体験ができるのは

このプログラムだけ！

グランドハンドリングの

ランプサービスの様子も

目の前でご覧いただけます！

宮古島ならではの
豊富なプログラム

リゾートホテル見学や

クルーズ乗船など

リゾート地・下地島ならではの

プログラムもご用意できます！



お問い合わせ

航空機チャーター手配及び空港業務受託会社

株式会社エアーチャータージャパン
〒102-0084 東京都千代田区二番町1-2

TEL：03-4500-2701 FAX：03-6265-0257

ホームページ：https://www.acj1.jp

航空機チャーター専門旅行会社

株式会社ＪＭＲＳ
（第１種旅行業：観光庁長官登録旅行業第2074号）

〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町3-20

TEL：03-6265-0256 FAX：03-6265-0257

ホームページ：https://www.jmrs.jp

Google や Yahoo にて

JMRS または 航空機チャーター と検索！


