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 図書名等  内 容

航
空
法
規
等 

航空六法（年版）          
国土交通省航空局 監修 
鳳文書林出版販売 発行  
☆定価 本体価格9,400円＋税 

航空に関わる法規及び関連する各分野の諸法令等について８編(航空法、抵当・登録、
空港、航空機騒音対策、行政組織、製造事業、条約、その他)の項目に分け、130以上

の法令を収録しています。航空関係及び航空に関連する法規を幅広く収録した、わが
国唯一の書籍です。 

航空法（年版） 
鳳文書林出版販売 発行 
☆定価 本体価格3,700円＋税 

『航空六法』から航空法、同施行令、同施行規則、航空関係手数料令を抜粋した本書

は、航空機運航に関する基本法を収録した書籍です。航空従事者国家試験受験用及び
航空業務などに活用されています。 

航空関係告示集（加除式） 
国土交通省他 書  
鳳文書林出版販売 発行 
☆定価 本体価格4,100円＋税 

航空行政に関する告示、航空交通管制区、管制圏、航空路、情報圏、発動機の限界使

用時間などを掲載。「航空六法」の副読本として、3ヶ月ごとに年4回の追録を発行し
ています。「補遺」として本編には収録されていない告示も追加されておりますので、
幅広くご利用いただけます。 

航空危険物輸送法令集（加除式） 
国土交通省航空局 監修 
鳳文書林出版販売 発行 
☆定価 本体価格7,300円＋税 

「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」「航空機による放射性物質等の
輸送基準等を定める告示」を中心に、危険物輸送に関連する航空法、同施行規則、通

達を収録しています。 

耐空性審査要領（加除式） 
国土交通省航空局 監修 
鳳文書林出版販売 発行 
☆定価 本体価格7,800円＋税 

航空機及び装備品の安全を確保するための技術上の基準として、航空法施行規則第12

条の3、第14条による附属書、関連告示、通達を収録し、各航空機、発動機、無線通信
機などの安全基準を規定しています。追録の発行は不定期になります。 

管制方式基準（加除式） 
鳳文書林出版販売 発行 
☆定価 本体価格5,500円＋税 

「航空保安業務処理規程 第５管制業務処理規程」のうちから、Ⅰ 総則、Ⅲ 管制
方式基準を抜粋しています。追録の発行は不定期になります。 

飛行方式設定基準（加除式） 
国土交通省航空局 書 
鳳文書林出版販売 発行 
☆定価 本体価格9,500円＋税 

ICAO Doc 8168 PANS-OPS(航空業務方式-航空機運航)に準拠した書籍です。第Ⅰ部 総
則、第Ⅱ部 既存方式、第Ⅲ部 RNAV方式及び衛星を用いた方式、第Ⅳ部 ヘリコプ

ター、第Ⅴ部 最低気象条件等、さらに「暫定設定基準」から構成されています。追
録の発行は不定期になります。 

航空従事者技能証明等に関する事務
処理要領（加除式） 
国土交通省航空局 監修  
鳳文書林出版販売 発行 
☆定価 本体価格4,600円＋税 

航空従事者の技能証明に関する手続きを4部に分けて記した指針書です。学科試験･実

地試験申請の手続方法、通達、申請手続きについてのQ&A、申請書類の様式が掲載さ
れています。追録の発行は不定期になります。 

操縦士実地試験実施基準 
操縦士実地試験実施細則 
飛行機（准定期を除く） 
国土交通省航空局 監修 
鳳文書林出版販売 発行 
☆定価 本体価格3,800円＋税 

航空法施行規則別表第3「実地試験の科目」に定められた実地試験の基準書です。実

地試験は本書に示された要領で実施されます。なお、本書には准定期運送用操縦士の
細則は掲載されておりません。准定期の細則は下記の書籍をお求めください。 
准定期以外は、計器飛行証明、教育証明も含め、すべて掲載されております。 

操縦士実地試験実施基準 
操縦士実地試験実施細則 
飛行機（准定期運送用操縦士） 
国土交通省航空局 監修 
鳳文書林出版販売 発行 
☆定価 本体価格3,400円＋税 

操縦士実地試験実施細則 飛行機のうち、新しく誕生した資格である「准定期運送用
操縦士」のみ収録されております。 

操縦士実地試験実施基準 
操縦士実地試験実施細則 
回転翼 
国土交通省航空局 監修 
鳳文書林出版販売 発行 
☆定価 本体価格3,800円＋税 

航空法施行規則別表第3「実地試験の科目」に定められた実地試験の基準書です。実

地試験は本書に示された要領で実施されます。定期運送用から計器飛行証明、教育証
明まで、すべて本書に掲載されております。 

操縦士実地試験実施基準 
操縦士実地試験実施細則 
滑空機 
国土交通省航空局 監修 
鳳文書林出版販売 発行 
☆定価 本体価格3,800円＋税 

航空法施行規則別表第3「実地試験の科目」に定められた実地試験の基準書です。実
地試験は本書に示された要領で実施されます。なお、動力付き滑空機の細則も収録さ

れております。 

航空整備士実地試験要領 
国土交通省航空局 監修 
日本航空技術協会 発行  
☆定価 本体価格3,000円＋税 

航空整備士･航空工場整備士の全資格を14種類に分類し、実施要領、判定要点、判定

基準、実施方法が具体的に示されています 

航空機検査業務サーキュラー集（加除
式） 
国土交通省航空局 監修 
日本航空技術協会 発行 
定価 本体価格11,112円＋税 

航空機の検査業務に必要なTCL、TCM、TCIを収録した書籍です。 

本書は（社）日本航空技術協会の発行書籍になります。追録購入のご登録は、同協会
へお願いします。 

http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=16
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=1
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=15
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=13
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=12
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=10
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=11
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=14
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=14
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=17
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=17
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=17
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=266
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=266
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=266
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=18
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=18
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=18
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=19
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=19
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=19
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=122
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=122
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 図書名等 内 容 

航
空
法
規
解
説 

操縦者用航空法 

土屋正興 著 

鳳文書林出版販売 発行 

☆定価 本体価格4,400円＋税 

複雑な航空関係法令を近畿大学法学部卒で航空大学校操縦教官であった土屋正興先

生が、その経験を生かし、運航関係者を主な対象に体系的に解き明かしました 

航空法マスター 

西守騎世将 著 
鳳文書林出版販売 発行 

定価 本体価格3,800円＋税 

理解しづらい条文を、わかり易い説明で解説しています。筆者は「世界で一番わかり

やすい」シリーズで好評を得ている西守氏です。氏はフライト・スクールを経営して

おられ、ご自身の体験から実際に身に付く知識でなければ意味ない、との思いから、

本書を執筆されました。 

AIM-JAPAN 

航空局/気象庁 監修  

日本航空機操縦士協会 発行 

☆定価 本体価格5,000円＋税 

一冊で広範囲な知識を身に着けることができる有益な書籍です。毎年、６月と12月に

定期的に２回発行され、その都度、最新の内容に更新されています。 

AIM-JAPAN（英語版） 

航空局/気象庁 監修  

日本航空機操縦士協会 発行 

☆定価 本体価格5,000円＋税 

AIM-JAPANの英語版です。日本語版の発行後、翻訳作業が完了次第、しばらくして本

書が発行されます。 

飛
行
機 

航空力学と飛行操縦論 
遠藤信二著 
鳳文書林出版販売 発行 
☆定価 本体価格3,700円＋税 

本書は日本航空でDC8、B747、B747-400、B737-400のパイロットとして長年に渡り活躍さ

れた遠藤信二氏により執筆されました。氏は現在、法政大学のパイロットコースの教授と

して学生の教育に当たられています。パイロットを目指しておられる方のほか、空力を勉

強されている整備士の方にもお勧めしたい一書です。 

輸送機Ｔ類の操縦 B737 vs B747 

鈴木修 著 

鳳文書林出版販売 発行 

☆定価 本体価格3,200円＋税 

本書は「目から鱗の航空理奇学」シリーズの３冊目として発行されました。筆者は日本航

空で長年に渡り機長を務められました。本書により、大型と小型、４発と２発、長距離機

と短距離機、高速と低速、低燃費と高燃費などの違いが操縦に与える影響を、具体例をも

とに納得して理解できることと思います。 

双発機の操縦 
佐藤裕訳 赤星珪一監修 
鳳文書林出版販売 発行 
☆定価 本体価格3,400円＋税 

FAA発行の「エアプレーン・フライング・ハンドブック」から抜粋したもので、双発機への

移行、ターボプロップ機への移行、ジェット機への移行について、分かりやすく解説され

ています。 

飛行機の操縦 基礎編 

土屋正興 著 

鳳文書林出版販売 発行 

☆定価 本体価格2,800円＋税 

本書は、航空大学校教授として永年操縦教官を務められ、総飛行時間も2万時間近い土屋

先生が、その豊富な経験を元に執筆されたもので、初心者のパイロットの方はもちろん、

かなりのキャリアを積まれた方にとっても有益な内容となっています 

飛行機の操縦 航法編 

土屋正興 著 

鳳文書林出版販売 発行 

☆定価 本体価格3,200円＋税 

本書は、飛行機の操縦 基礎編の続編として、野外航法の“勘どころ”を分かりやすく解

説しています。 

飛行機の操縦 応用操作編 

土屋正興 著  

鳳文書林出版販売 発行  

定価 本体価格3,300円＋税 

飛行機の操縦 基礎編、航法編の続編です。応用操作を幅広くベテラン・パイロットなら

ではの視点で執筆されております。 

エアロバティックス 

白石公男 著   

鳳文書林出版販売 発行 

☆定価 本体価格4,400円＋税 

日本初の本格的な曲技飛行の解説書。基礎知識をふまえ、航空医学から航空法まで実

際の飛行を検証し、著者の経験を元に曲技飛行を安全かつ効率的に修得できるように

執筆されております。曲技飛行の能力を身に付けていれば、いざというときの危険回

避にも役立ちます。 

セスナ172取扱法 

佐藤裕 訳 

鳳文書林出版販売 発行 

☆定価 本体価格4,000円＋税 

代表的な訓練機であるセスナ172P型、同R型、最新のS型のオペレーティングマニュア

ルです。概説、運用限界、通常操作法、非常操作法、システム、運用データ、重量･重

心位置で構成されています。 

飛行機操縦教本 

航空振興財団 発行 

定価 本体価格5,500円＋税 

飛行の原理から地上操作、空中操作、野外飛行、夜間飛行、また航空医学まで、幅広

く解説されています。 

TAKE OFF 安全飛行への招待 

日本航空機操縦士協会 発行 

☆定価 本体価格5,000円＋税 

パイロットのうち初心者から中級者向けに『日本の空を安全に飛行する』ための実用

書として、航空法規の運用面や気象の変化傾向やATCへの対応、機材故障や緊急事態

の回避や健康への配慮などに重点をおいて編集されています。改訂作業中です。 

Pilot’s Guidance 

日本航空機操縦士協会 発行 

☆定価 本体価格5,000円＋税 

本書はサブタイトルに「機長への道標」とあるように、右席から左席へ、つまり副操

縦士から機長へ昇格しようとしている人のために、先輩機長が中心となって編集され

た書籍です。 

http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=24
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=67
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=63
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=62
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=272
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=262
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=274
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=21
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=22
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=23
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=36
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=38
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=150
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=66
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=64
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図書名等 内 容 

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー 

ロータークラフト･フライング･ハンドブック 

佐藤裕 訳 

鳳文書林出版販売 発行 

☆定価 本体価格4,200円＋税 

FAA（アメリカ連邦航空局）の発行するRotorcraft Flying Handbookを元パイロットで著述家の

佐藤裕氏が翻訳されました。これからヘリコプターのプライベート、コマーシャル、又はインス

トラクターの資格を取ろうとしている方のために作成されたハンドブックです。 

医療・救助ヘリコプターの運用 

西村博文 著 

鳳文書林出版販売 発行 

定価 本体価格5,000円＋税 

筆者は防災消防航空隊で現役パイロットとして活躍されています。本書は医療や救助

任務に関わる際に知っておくべき航空法の解説からはじまり、山岳救助、水難救助、

火災消火など、筆者の経験をもとに具体的に解説されています。キャビン・クルーと

して任務に当たられておられる方、管理業務の担当者にもお勧めの内容です。 

古代からの垂直飛行への挑戦、そし

てヘリコプターの未来 

河野実 著 

鳳文書林出版販売 発行  

定価 本体価格4,100円＋税 

第１章 大空への憧れ、第２章 航空学の黎明、第３章 ヘリコプターの黎明、第４

章 わが国におけるヘリコプターの黎明、第５章 ヘリコプターの黎明期後における

ヘリコプター事情、第６章 ヘリコプターの「技術」に関する課題、第７章 ヘリコ

プターの「運用」に関する課題から構成されています。神話の時代から現代まで、回

転翼航空機の歩みを丹念に探究した貴重な書籍です。 

ダイナミックス オブ ヘリコプタ

ーフライト 

佐藤裕 訳 

鳳文書林出版販売 発行 

☆定価 本体価格4,400円＋税 

ヘリコプターは複雑な構造を持ち、特殊な流体力学の知識を必要とします。操縦のた

めの書籍と設計工学書の中間に位置する本書は、物理学･流体力学の基礎からヘリコ

プターの飛行特性、運用、運航方式、構造までを理論と実験結果を基に解説します 

ベル206を飛ばす 

佐藤裕 訳 

鳳文書林出版販売 発行 

☆定価 本体価格1,900円＋税 

ベル・ヘリコプター社が飛行テクニックのコツを紹介しました。ベル206を題材とし

て基本的な操縦要領、オートローテーション、テールローターの故障、高々度での離

着陸などが解説されています 

図解ヘリコプタ入門 

日本航空技術協会 発行 

定価 本体価格2,800円＋税 

アエロスパシアル（現エアバス・ヘリコプターズ）社がユーザー向けに発行したヘリ

コプターの入門書です。基本事項をイラストによりやさしく解説していますが、その

内容は高度なものです。 

ヘリコプター操縦教本 

日本航空機操縦士協会 発行 

☆定価 本体価格5,000円＋税 

自家用操縦士の方から操縦教官の方まで幅広く活用できるよう、図、写真等で分かり

やすく解説しています。総論から工学、基本操縦、応用操縦、緊急状態、双発機の操

縦まで、幅広い内容の書籍です。 

世界で一番わかりやすいヘリコプター工学 

西守騎世将 著 

成山堂書店 発行 

定価 本体価格4,400円＋税 

飛行機に比べ、複雑なメカで構成されているヘリコプターを西守氏ならではの文章で

平易に解説してあります。基礎知識の習得からライセンスの取得までカバーされてお

ります。 

滑
空
機 

グライダーフライングハンドブック 

市川明夫 山康博 訳 

鳳文書林出版販売 発行 

定価 本体価格3,800円＋税 

FAA発行の“GLIDER FLYING HANDBOOK”の訳本。計11章にわたり、グライダーの基礎

からクロスカントリーまで幅広く収録されています。モーターグライダーに関する記

事も含まれています。現在、再版本となり、初版本よりさらに分かりやすい内容とな

っております。 

航 

法 
空中航法入門 

紺谷均 著  

鳳文書林出版販売 発行 

☆定価 本体価格3,700円＋税 

航空大学校宮崎本校で航法の教鞭をとられていた一等航空士、紺谷元教授による待望

の書籍です。紺谷先生は海上保安庁でナビゲーターとして長年、現場で経験を積まれ、

その後、航空大学校で未来のエアライン・パイロット相手にナビゲーションを教えて

こられました 

自家用・事業用操縦士の航法 

紺谷均 著  

鳳文書林出版販売 発行 

定価 本体価格3,500円＋税 

本書は、『空中航法入門』の内容から事業用レベルまでの航法に必要な部分を抜粋し

たものが基本になっていますが、計算盤の使い方の項では、最近の主流であるAN-2を

例に解説してあります。また巻末には航法の学科試験問題が数多く収録されておりま

す。 

VFR計器航法 

土屋正興 著  

鳳文書林出版販売 発行 

☆定価 本体価格3,800円＋税 

飛行機及びヘリコプター・パイロットに計器航法の運航技術を分かりやすく理解でき

るようにまとめ、今後、計器飛行証明が必要となる方はもちろん計器航法の知識によ

り技術を向上させたい方には必須の書籍です。 

航法入門 

FAA 編  

日本航空協会 発行 

定価 本体価格1,200円＋税 

『PILOT’S HANDBOOK（AC-61-23B）』のChapter7 NAVIGATIONを一部、日本の現状に合

わせて翻訳したもので、航法の基礎知識について述べています。 

航法受験 

時枝勲 著  

航法学習会 発行 

定価 本体価格2,500円＋税 

地球、座標、航空図、航法計器などの航法の基礎と航法計算盤の使い方に限定した航

法入門書です。 

http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=42
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=261
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=48
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=48
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=27
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=27
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=65
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=68
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=46
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=4
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=6
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=5
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=135
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=92
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図書名等 内 容 

 

気 

象 

エアラインパイロットのための航空気象 

横田友宏 著  

鳳文書林出版販売 発行 

☆定価 本体価格5,000円＋税 

本書は日本航空でB747及びB737の機長として長年に渡り活躍され、現在でも現役で日本の

空を駆け巡っておられる横田機長が執筆されました。常に現場の気象と対峙しなければな

らないパイロットならではの、具体的な示唆に富んだ内容となっています。オールカラー

で図版も豊富に挿入されています。横田機長は気象予報士の有資格者でもあります。 

パイロットの専門教育のための 

航空気象講義ノート 

市来敏綱 著 

鳳文書林出版販売 発行 

☆定価 8,000円＋税 

本書は日本航空で長年に渡りディスパッチャーを務められ、その後、同社の新人パイ

ロットに専任地上教官として航空気象の座学を担当された市来氏が執筆されました。

本書は座学で使用されたノートがベースになっています。氏は大阪大学理学部の卒業

でもあり、理論と実務が首尾よく合体して本書が誕生しました。オールカラーで図版

も豊富に掲載されております。 

世界で一番わかりやすい航空気象 

西守騎世将 著  

成山堂書店 発行 

定価  本体価格3,800円＋税 

一般的に特殊と思われがちな航空気象を、誰でも理解できて日常生活から実際のフラ

イトまで適用できるように執筆されております。 

新・天気予報の手引き 

安斎政雄 著  

クライム 発行 

定価  本体価格1,515円＋税 

大気と雨や雲に関する基礎にはじまり、天気予報に必要な大気の循環、前線、高・低気圧、

台風、雷、集中豪雨、霧などについて、典型的な天気図の例示を交えて基礎的な解説がし

てあります。 

天気図の書き方手引 

大塚龍蔵 著  

クライム 発行 

定価  本体価格753円＋税 

ラジオ天気予報用紙の書き方、天気図の見方、天気図記号の意味、等圧線の書き方な

どが説明してあります。対話形式で構成した基礎的な入門書です。 

わかりやすい天気図の話 

クライム 発行 

定価  本体価格800円＋税 

天気予報をするための基礎的な知識が書かれています。上記の『天気図の書き方手引』

より、さらに易しい内容となっています。 

天気図の見方手引 

大塚龍蔵 著  

クライム 発行 

定価  本体価格800円＋税 

『天気図の書き方手引』の姉妹編で、天気図の読み方、基本的な気象現象を対話形式

により解説しています。 

高層気象とFAX図の知識 

福地章 著  

成山堂 発行 

定価  本体価格2,200円＋税 

高層気象の基礎及びFAX図の利用を体系づけたものです。船舶運航で必要な知識を中

心としていますが、気象要素は航空機運航でも変わることはありません。平易に解説

してありますので初学者には極めて有効な書籍です。 

高層天気図の利用法 

大塚龍蔵 著  

クライム 発行 

定価  本体価格2,134円＋税 

様々な天気現象に対応して、高層天気図をいかに利用し、予報の精度を上げるかを分

かりやすく解説しています。 

気象FAXの利用法 

クライム 発行 

定価  本体価格3,000円＋税 

気象FAX図やインターネットなどで得られる各種気象情報を読み解くための基礎知識

を学ぶことができます。 

気象FAXの利用法 PART Ⅱ 

日本気象協会 編 

クライム 発行 

定価  本体価格3,600円＋税 

上記書籍の続編ともいえる書籍です。衛星画像と数値気象予報資料を豊富に活用していま

す。 

新・気象観測の手引 

毛利茂男 著  

日本気象協会 発行 

定価  本体価格2,134円＋税 

学校や各自治体で気象観測を行う場合に必要なシステム、各種機器や装置の取り扱い法、

観測法について丁寧に説明してあります。 

航空気象入門 

FAA 編  

日本航空協会 発行 

定価  本体価格1,500円＋税 

FAAが発行している「PILOT'S HANDBOOK」のうち、Chapter5 Weatherを翻訳し、気象

の基礎知識について述べています。 

航空と気象ABC 

加藤喜美夫 著  

成山堂書店 発行 

定価  本体価格3,800円＋税 

筆者は東大大学院で地球物理を修めたあと、ノースウエスト航空を経て全日空で一貫して

気象を担当されてきました。本書は大気、温度、気圧など気象の基本に始まり、それに関

連する航空気象を織り込みながら、気象通報式まで幅広く解説されています。 

 

新しい航空気象 

橋本梅治、鈴木義男 著 

クライム 発行 

定価  本体価格9,381円＋税 

 

これまで何度も版を重ねてきた航空気象に関する代表的な書籍。航空気象全般が網羅

されています。 

http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=257
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=264
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=264
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=89
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=57
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=52
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=59
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=53
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=88
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=58
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=54
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=55
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=57
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=137
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=86
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=56
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図書名等 内 容 

気
象 

気象予報のための天気図のみかた
（CD-ROM付） 
東京堂出版 発行 

定価  本体価格5,200円＋税 

気象予報士を目指す方に、CD-ROMなどを使って分かりやすく、詳細に天気図を解説

してあります。 

インターネット気象学 
坪田幸政・吉田優 著 
クライム 発行 
定価  本体価格934円＋税 

インターネットで各種の機関から提供されている天気予報、様々な気象資料の解説、気象

情報の解析手法などを紹介しています。 

計
器
飛
行
、
計
器
飛
行
方
式 

改訂版 飛行方式設計入門 

－進入･出発方式の世界へのいざない－ 

中西善信 著  

鳳文書林出版販売 発行 

☆定価  本体価格4,700円＋税 

本書は、「飛行方式設定基準」を分かりやすく解説した書籍です。筆者の中西氏は、

NTTデータアイに所属し、飛行方式設計の新基準の策定作業に外部から携ってきた、

この分野の専門家です。 

飛行方式ハンドブック 

中西善信 編 

鳳文書林出版販売 発行 

☆定価  本体価格1,900円＋税 

上記書籍を、さらに分かりやすく、根幹だけを抽出した書籍です。執筆には編者の中

西氏のほか、NTTデータアイに所属する、この分野の専門家があたりました。第１章

の飛行方式の導入からはじまり、原理、RNAV、最低気象条件など、パイロットの方に

特に読んでいただきたい内容となっております。 

RNAV方式の設計と原理 

－続・飛行方式設計入門－ 

中西善信 著  

鳳文書林出版販売 発行 

☆定価  本体価格3,800円＋税 

『飛行方式設計入門 －進入・出発方式の世界へのいざない－』の続編として、RNAV

を詳細に解説しています。RNAVの歴史に始まり、ヘリコプターとPBNまでを、計４部
で総合的に解説してあります。 

RNAVハンドブック 

中西善信 著 

鳳文書林出版販売 発行 

☆定価  本体価格2,800円＋税 

『飛行方式ハンドブック』同様、上記書籍を平易にしたものです。RNAVとPBN（性能準

拠型航法）の概要から、RNAV航行許可取得の手引き、RNAV方式の飛び方まで、どなた

でも理解できるように執筆されています。 

RNAV航行の手引き 

柳井研二・大谷典正 著 

鳳文書林出版販売 発行 

☆定価  本体価格2,000円＋税 

本書は、これからRNAV５航行の許可を取得して運航したいと考慮されている方にとっ

て、極めて有益な書籍といえます。執筆者は、GA業界ではいち早くRNAVの許可を取得

して運航されている読売新聞航空部のパイロット、柳井、大谷両氏があたられました。

本書により、運航許可取得までの労力が、大幅に軽減されることでしょう。 

計器飛行 

土屋正興 訳/著  

鳳文書林出版販売 発行 

☆定価  本体価格3,800円＋税 

FAA（アメリカ連邦航空局）が発行した「Instrument Flying Handbook(FAA-H-8083-

15A,Change 1 Jan.2009)」をもとにした翻訳書ですが、我が国の計器飛行の実態に適

合するように書き改めてあります。 

計器飛行Ⅲ 全天候運航 

大藤睦雄 著  

鳳文書林出版販売 発行 

☆定価  本体価格3,700円＋税 

カテゴリーⅢ運航に焦点をあて、運航の本質、対応措置、任務等について、ICAO、FAA

等の資料をベースに説明したものです。 

航
空
教
官 

航空教官ハンドブック 

白石磐 訳 

鳳文書林出版販売 発行 

☆定価  本体価格4,200円＋税 

地上教官、飛行教官、及び航空機整備教官のために立案されたもので、航空教育者及

び航空業界の協力を得て、FAA飛行標準局が作成したものの翻訳本です。操縦教育証

明の受験者ばかりでなく、各分野で教育に携っておられる方にも参考になる書籍とい

えます 

Flight Instructor’s Handbook 

インストラクター ハンドブック 

日本航空機操縦士協会 発行 

☆定価 本体価格5,000円＋税 

操縦教育証明の受験者、指定養成施設の操縦及び座学教官の方向けの書籍ですが、そ

の他、整備教官まで、幅広く指導者全般に役立つ内容となっています。 

航
空
英
語
、
Ａ
Ｔ
Ｃ 

ATC入門 VFR編 

縄田義直 著  

鳳文書林出版販売 発行 

☆定価  本体価格2,500円＋税 

本書は航空管制においてパイロットと管制官が行う通信に関して、文字の読み方か

ら、実際に交信する場合の用例を中心に解説しています。ATCに関し、最初にお読み
いただきたい書籍です。本書は筆者が所属する（独法）航空大学校の教科書でもあり
ます。 

ATC入門 IFR編 

縄田義直 著  

鳳文書林出版販売 発行 

☆定価 本体価格2,700円＋税 

上記書籍がVFR飛行時に使用されるATC用語が解説されているのに対し、本書では計器
飛行方式（IFR）で飛行する際に使用されるATC用語を中心に解説されています。上記
と同じく、（独法）航空大学校の教科書に採用されております。 

ATC入門 リスニング編 CD１枚付 

縄田義直 著  

鳳文書林出版販売 発行 

☆定価 本体価格5,000円＋税 

Q＆A形式でCDの音声を聴いて答えを記述する方式を採用しております。ナマのATCで

はなく、英米人を中心の録音になっています。ヒアリングはそれほど困難ではありま
せんが、日常的な管制用語以外もPartによっては出てきますので、運航に関する基礎
的な知識とともに、英語力も求められる内容となっています。航空英語能力証明の受

験を目指しておられる方にも恰好の一書といえます。 

http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=84
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=84
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=34
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=247
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=33
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=254
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=254
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=35
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=31
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=43
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=255
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=255
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=29
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=30
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=265
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図書名等 内 容 

航
空
英
語
、
Ａ
Ｔ
Ｃ 

操縦席へようこそ（聴いて学ぶ航空英
語）CD４枚組 
横山彰三 著  
鳳文書林出版販売 発行 

☆定価 本体価格4,800円＋税 

フランス国立飛行学校の英語教科書の翻訳を軸に日本人向けに再編集、大幅に書き
改めたものです。インタビュー形式でパイロット、フライトエンジニアなどから面
白い珍しい話を聞き出し、英文と併記して訳文しています。 

航空英語総合トレーニング 
国際線ATCリスニング編 CD４枚組 
横山彰三 編著  
鳳文書林出版販売 発行 
☆定価 本体価格4,900円＋税 

スイス連邦航空管制部の全面的な協力を得て発行されました。108のレッスンから構成さ

れており、マドリッド、ジュネーブ、チューリッヒ、ニューヨークなど各空港や、ACCのナ
マの交信を聴きながら解答する形式です。 

航空留学のためのATC 
（基礎から実践まで）DVD１枚 
縄田義直 横山彰三 著 
鳳文書林出版販売 発行 
☆定価 本体価格4,900円＋税 

イギリスとアメリカの“ナマ”のATCを長時間に渡って収録。徹底的にヒアリングを鍛え

上げることができる内容となっています。最初はヒアリングに苦労することでしょうが、
何度も聴き直すうちに、少しずつ聴き取れる交信が増えてくることでしょう。 

パイロットのためのICAO航空英語能
力試験教本 CD１枚付 
サイモン･クックソン マイケル･ケリー著 
成山堂 発行 
☆定価 3,000円＋税 

国際線のパイロットのみでなく、日本の空域を離れて飛行するパイロットには、ICAO
が定めた航空英語能力証明試験に合格していることが必要になっています。本書は最

低でも有効期限３年のレベル４の試験合格を容易にしてくれるでしょう。 

パイロットのためのICAO航空英語能
力試験ワークブック 
サイモン･クックソン マイケル・ケリー著 
成山堂 発行 
☆定価 1,800円＋税 

本書は上記書籍の読者が、さらにレベルアップを図るためのものです。音声ファイル
は発行元の出版社サイトからダウンロードして利用します。 

航空管制入門 
航空交通管制協会 発行 
☆定価 本体価格2,000円＋税 

航空交通管制協会が発行しているだけに、航空管制のすべてが分かる内容となっておりま
す。 

航空英語入門 
日本航空技術協会 発行 
☆定価 本体価格2,000円＋税 

航空用語は国際語としての英語が日常的に使用されています。本書は、航空機、運航、

整備及び法規の多岐にわたる分野での英語の用法及び訳文を掲載しています。 

航
空
工
学
、
航
空
機
整
備 

航空力学と飛行操縦論 
遠藤信二著 
鳳文書林出版販売 発行 
☆定価 本体価格3,700円＋税 

本書は日本航空でDC8、B747、B747-400、B737-400のパイロットとして長年に渡り活躍さ

れた遠藤信二氏により執筆されました。氏は現在、法政大学のパイロットコースの教授と
して学生の教育に当たられています。パイロットを目指しておられる方のほか、空力を勉
強されている整備士の方にもお勧めしたい一書です。 

基礎航空工学 
航空学習会 編  
鳳文書林出版販売 発行 
☆定価 本体価格2,800円＋税 

飛行機はなぜ飛び、そのため、どのような構造になっているかを、図版及び写真を多
用し、航空従事者を目指す方を対象にした基礎的教科書としてやさしく説明していま

す 

アドバンスド･アビオニクス･ハンドブック 
佐藤裕 訳 
鳳文書林出版販売 発行 
☆定価 4,100円+税 

新型航空機のすべてが、大型液晶の統合計器に置き換えられている時代となりまし
た。本書はFAAの書籍を翻訳したもので、機械式の計器でフライトされてこられたパ

イロットの方には、とくに有益な書籍といえるでしょう。機能が多く、便利なアビオ
ニクスだけに、知識と習熟が欠かせません。 

航空機の重量・重心ハンドブック 
白石磐 訳  
鳳文書林出版販売 発行 
☆定価 本体価格3,000円＋税 

FAA発行の“Aircraft Weight and Balance Handbook”を翻訳したもので、重量・重
心の管理、重量測定、重心計算、修理又は改造後の重心変更、電子計算機を使用した
重量・重心計算などについて、豊富な図面をまじえて丁寧に解説されています。 

空を飛ぶはなし -飛行機のメカ- 
中村寛治 著  
日本航空技術協会 発行 
☆定価 本体価格1,800円＋税 

航空に対する基礎知識がなくても、ジェット旅客機が飛行する仕組みを、身近な例を
加えながら分かりやすく説明しています 

航空工学入門 
日本航空技術協会 発行 
☆定価 本体価格2,600円＋税 

自家用操縦士、二等航空整備士を対象に、航空力学、機体、エンジン、装備品及びヘ
リコプターを分かりやすく解説しています 

航空力学の基礎 
牧野光男 著  
産業図書 発行 
☆定価 本体価格3,600円＋税 

固定翼の飛行に関する原理、現象を主眼として、構造理論を解説した入門書です。自
作機などの設計の基礎知識にもなります。 

航空力学 Ⅰ 
日本航空技術協会 発行 
☆定価 本体価格3,200円＋税 

基礎航空力学、運動性能、飛行特性、フラップの機能、プロペラの理論、レシプロ・
エンジン、ターボプロップ・エンジンの運用などの小型飛行機の基本事項の習得によ
り、広く深い航空力学の知識を導きます 

航空力学 Ⅱ 
日本航空技術協会 発行 
☆定価 本体価格3,800円＋税 

ジェット輸送機の形状特性、飛行特性、操縦特性、性能についての解説書です。性能
に関しては「耐空性審査要領」、「FAR Part25」の要求性能との関係について実際的

な説明がなされています。 

http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=37
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=40
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=41
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=245
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=245
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=259
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=259
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=83
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=129
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=272
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=2
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=51
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=45
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=131
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=154
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=124
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=125
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航空機力学入門 

加藤寛一郎 著  

東京大学出版会 発行 

☆定価 本体価格3,800円＋税 

航空機の運動を、有次元の微係数及び機体軸に用いる計算により表し、重要事項を凝
縮した書籍です。 

航空工学講座１ 航空力学 

落合一夫 著  

日本航空技術協会 発行 

☆定価 本体価格2,800円＋税 

飛行機が静止状態から離陸、空中操作、着陸して完全に停止するまでの、翼や胴体、

プロペラに作用する力を、空気力学を中心に考えていきます。 

航空工学講座２ 飛行機構造 

藤原洋 著  

日本航空技術協会 発行 

☆定価 本体価格2,300円＋税 

飛行機の機体全体の構造から、着陸装置、操縦装置の構造、各部の組立・調整、機体

に加わる荷重までを解説し、総合的に機体構造が理解できます 

航空工学講座３ 航空機システム 

日本航空技術協会 発行 

☆定価 本体価格3,100円＋税 

油圧、空気圧、酸素、空調、与圧、防除氷、防火、燃料などの航空機に装備される各
システムについて、その必要性、機能、装備方法を平易に解説しています。 

航空工学講座４ 航空機材料 

日本航空技術協会 発行 

☆定価 本体価格2,600円＋税 

材質の進歩から航空機には様々な材料が使用されています。金属、高分子物質、複合
材料の性質、用途などを解説しています。 

航空工学講座５ ピストン・エンジン 

日本航空技術協会 発行 

☆定価 本体価格2,800円＋税 

航空機に使用されるピストン・エンジンの原理、構造及び付属装置の機能などを解説
しています。 

航空工学講座６ プロペラ 

日本航空技術協会 発行 

☆定価 本体価格1,700円＋税 

ピストン・エンジン、ターボプロップ・エンジンに装備されるプロペラについて、基
礎知識、種類から構造、付属品、装備までを解説しています。 

航空工学講座７ タービン・エンジン 

日本航空技術協会 発行 

☆定価 本体価格2,900円＋税 

タービン・エンジンの性能、基本構成、系統、補機などの構造から燃料、滑油、材質、
さらに環境保護を解説しています。また、次世代エンジンの概要も紹介しています。 

航空工学講座８ 航空計器 

日本航空技術協会 発行 

☆定価 本体価格2,500円＋税 

空盒、圧力、ジャイロ、磁気、電気により作動する各種計器を定性的に解説しました。
航空計器一般、集合計器も記述しています。 

航空工学講座９ 航空電子・電気の基礎 

日本航空技術協会 発行 

☆定価 本体価格3,400円 

航空整備士、航空工場整備士を目指す人々のために、必要な電子・電気の基礎を日常
経験する電磁気現象の説明を加えながら、随所に具体的な例題を設けて理解しやすく

してあります。 

航空工学講座10 航空電子・電気装備 

日本航空技術協会 発行 

☆定価 本体価格3,000円＋税 

シラバス「電子装備品等」に基づいて実機に使われている電子・電気機器について、
アンテナの原理からボーイング767や777に使われているデジタル・アビオニクスの原

理や機能をまとめた一冊です。 

航空工学講座11 ヘリコプタ 

日本航空技術協会 発行 

☆定価 本体価格2,800円＋税 

ヘリコプターの構造と空気力学について解説した本書は、図を多用することにより、
基本事項から比較的高度な内容の物理的意味が理解できる構成になっています。 

 

航空計器入門 

秀島卓 著  

九州大学出版会 発行 

☆定価 本体価格3,500円＋税 

元航空大学校教授で熊本工大教授でもあった著者が、操縦士の視点から、各計器の原
理、誤差などからINS、FMSまでを概説した入門書です。 

飛行機の構造設計 

鳥養鶴雄他 著  

日本航空技術協会 発行 

☆定価 本体価格3,300円＋税 

飛行機の設計者、生産管理者、整備士を目指す方を対象に、各部構造の作製意図など
の基本事項を網羅しています。 

航空機の構造力学 

新沢順悦他 著  

産業図書 発行 

☆定価 本体価格3,200円＋税 

薄肉構造体、部材の応力解析を中心に、航空機構造要素の解説を数式、演習問題によ
り行っています。 

航空整備士ハンドブック 

日本航空技術協会 編 

日本航空技術協会 発行 

☆定価 本体価格3,200円 

航空機整備の基本である修理法、組立、検査法、試験、調整、材料などの標準方式を
携帯用に小型判に凝縮して説明しています。 

航空機整備作業の基準 AC-43 

日本航空技術協会 発行 

☆定価 本体価格5,000円＋税 

米国連邦航空規則パート43、アドバイザリー・サーキュラー43（13-１Ａ及び13-２Ａ）

の翻訳である本書は整備、保守、修理、改造の基準を示しています。 

http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=158
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=105
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=106
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=107
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=108
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=109
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=110
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=111
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=113
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=112
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=114
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=115
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=152
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=119
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=156
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=118
http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=121
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航空機の基本技術 

日本航空技術協会 発行 

☆定価 本体価格4,700円＋税 

航空整備士実地試験要領に準拠して、航空２社によって作成された整備の統一教科書で

す。整備技術者にとって必要な基本技術を集約しています。 

航空機の基本技術入門 基本工具編 

日本航空技術協会 発行 

☆定価 本体価格1,700円＋税 

航空機の保守・点検・整備を行うにあたり、最初に必要とし、手にするものに工具（ツ
ール）があります。本書では、それぞれの工具の名称と、実物とが一致するように写真

もしくはイラストを使って使い方を交えながら紹介しています。 

航空機マニュアルの読み方 

日本航空技術協会 発行 

☆定価 本体価格2,600円＋税 

一般の英語読本とは違い、すべての例文をマニュアル等の技術書類からとっており、ま

た多くの図を挿入してあるので、英語表現が具体的に理解できるとともに、訳文の内容
から航空整備の基本的な技術も同時に学習できるようになっています。 

私の整備ノート 航空発動機 

横山直行 著  

日本航空技術協会 発行 

☆定価 本体価格3,500円＋税 

著者の永年にわたる小型飛行機、ヘリコプターの整備経験から、実際の業務に役立つよ
うに、発動機、プロペラ、燃料・潤滑油の取扱上の注意事項、運用についての要点が記

されています。 

航空電気入門 

日本航空技術協会 発行 

☆定価 本体価格2,900円＋税 

クーロンの法則など電気の基礎知識から、航空機に使われる発電機・照明・消火・除氷
等のシステムまでの原理を、ていねいに説明しています。 

航空電子入門 

日本航空技術協会 発行 

☆定価 本体価格2,300円＋税 

電波などの電子基礎知識から自立航法システム、オートパイロット、フライトディレク

ターなど電子が応用されている機上機器の原理、運用を、ていねいに説明しています。 

人
間
工
学
、
航
空
医
学 

安全のマニュアル 

横田友宏著 刈谷裕子イラスト 

鳳文書林出版販売 発行 

☆定価 本体価格1,400円＋税 

サブタイトルの「航空の現場から」から明らかなように、本書は現役のエアライン・パ
イロットである筆者が、主に航空を題材に安全の原理原則を学ぶことで、世の中から事
故が少しでも減少することを願って書かれたものです。各テーマ２ページで、平易な説

明文と楽しいイラストがセットになっています。 

航空の危機管理 

土屋正興訳／著 

鳳文書林出版販売 発行 

☆定価 本体価格3,700円＋税 

FAA発行のRisk Management Handbook（FAA-H-8083-2） を翻訳し、さらに加筆した書籍
です。実際の運航に則した、具体的な内容となっています。 

航空安全マネジメント入門 

河野実著 

鳳文書林出版販売 発行 

☆定価 本体価格1,400円＋税 

筆者の河野氏は防衛大学卒業後、退官するまで、陸上自衛隊において飛行部隊の指揮官、

管制・気象においても指揮官を務め、また純国産のOH-1ヘリコプターではテスト・パイ
ロットとして実用化に当たられました。本書は、そんな氏が、自身の体験及び広範囲に
文献を探索して安全文化の醸成のために書かれました。 

航空医学 

東謙一 土屋正興著 

鳳文書林出版販売 発行 

☆定価 本体価格3,700円＋税 

本書は航空身体検査医でありながら事業用、計器飛行証明、教育証明の有資格者である

東先生と、航大で長年に渡り操縦教官を務められた土屋先生による共著です。航空医学
以外に飛行適性と航空事故、また安全十則として安全に飛行するための要件なども記述
されています。 

CRM入門 パイロットの意志決定 

大藤睦雄 訳  

鳳文書林出版販売 発行 

☆定価 本体価格3,400円＋税 

航空機の運航では変化していく状況の中で適切に判断できる能力が重要です。米国連邦
航空局発行『Aeronautical Decision Making for Instrument / Commercial Pilot』の

翻訳である本書は､運航中の適切な意志決定を導くことを目的としています。 

ヒューマンファクターズへの実践的

アプローチ  

全日本空輸総合安全推進委員会/事

務局 発行 

☆定価 本体価格953円＋税 

ヒューマンファクターについての知見、対応方法を体系的に捉え、組織的、総合的に認
識することができます。 

航空整備のヒューマン・ファクター 

日本航空技術協会 発行 

☆定価 本体価格1,238円＋税 

高度に機械化されたすべての産業ですが、人間の果たすべき役割が益々大きくなってき
ていることが最近の原子力、宇宙あるいは病院における事故が示しているなかで、「ヒ

ューマン・ファクター」が重要な取り組みとして挙げられています。本書は、航空機の
整備の立場で書かれていますが、すべての産業に共通するものと思います。 

試
験
対
策 

学科試験スタディガイド 

操縦士技能証明学科試験 傾向と対策 

出題範囲（学科試験シラバス）と例題 

日本航空機操縦士協会 発行 

☆定価 本体価格5,000円＋税 

「学科試験シラバス」とそれを分かり易く解説するための例題を掲載し、その例題に解
答を示し、解答の背景や参考資料などを解説したものです。毎年5月に発行されていま

す。 
 

航空整備士学科試験問題集：問題編 

日本航空技術協会 発行 

☆定価 本体価格2,700円＋税 

過去３年間に出題された学科試験問題を編纂し、「問題編」と「解答編」に分かれてい
ます。各整備士技能証明の区分ではなく、航空法規等、航空力学、機体関連、発動機、
電子装備品等に分けて編集されています。 

航空整備士学科試験問題集：解答編 

日本航空技術協会 発行 

☆定価 本体価格3,700円＋税 

航空従業者学科試験への合格を目指して勉強をされている方のために、ともすれば解答
だけの暗記になりがちな受験勉強にならないように、できるだけ解説を詳細に記述して
あります。ほかに、参考となるテキスト名とサブ名称が記載してあります。 
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図書名等 内 容 

試
験
対
策 

事業用操縦士 口述試験問題集  
翼の友  CPL 
小嶋幹生 著  
☆定価 本体価格1,800円＋税 

日本では珍しいオーラル専用の問題集です。JCAB実地試験前の知識の確認に最適です。

航空気象、航空情報、航空法規など、各分野別に質問、解答例及び解説で構成されてい
ます。 
 

計器飛行証明 口述試験問題集 
翼の友 IFR 
小嶋幹生 著 
☆定価 本体価格1,800円＋税 

上記書籍の計器飛行証明版です。上記書籍同様、各方面から強い支持をいただいており
ます。 

航
空
一
般 

日本航空機全集2014年版 
鳳文書林出版販売 発行 
☆定価 本体価格7,300円＋税 

日本に登録のある航空機（滑空機を除く）及び自衛隊機全てを型式別に写真、三面図、
諸元、性能などを完全収録した「日本航空機全集」の最新版です。巻末の各種データ一
覧は徹底比較に役立ちます。毎年、年度末に発行されております。 

乗員からみた航空輸送の歴史 
渡邊英一著 
鳳文書林出版販売 発行 
☆定価 本体価格1,900円＋税 

筆者は航大卒業後、日本航空でレシプロ旅客機からボーイング777まで幅広い機種を乗
り継いで、JEXを最後にコックピットを離れました。本書には、第２次大戦後の航空再

開当時から現在に至るわが国の航空輸送の変遷が、パイロットの視点も交えて描かれて
います。 

そらのみちくさ 
湧井カレン 著  
鳳文書林出版販売 発行 
☆定価 本体価格1,600円＋税 

元川重テスト・パイロットによる自作イラスト入りエッセイ集。仕事柄、飛行機からヘ

リコプターまで、それも取っ替えひっかえ様々な機種を乗りこなしてきた著者ならでは
の、楽しい話が満載です。 

航空用語辞典 
鳳文書林出版販売 発行 
☆定価 本体価格3,700円＋税 

航空に関する広範囲にわたる用語を集成し、約4,000の専門用語に対して簡潔で分かり

やすい説明を付けています。各項目は英語表記とし、それに和訳及び解説を付してあ
ります。和文索引も付属していますので、便利にご使用いただけます。 

絵でみる航空用語集 
航空用語研究会  編 
産業図書 発行 
☆定価 本体価格4,500円＋税 

各用語に図又は写真を用いて、航空の知識を約2,200語にわたり､分かりやすく解説して
います。 

旅客機の開発史 
日本航空技術協会 発行 
☆定価 本体価格2,800円＋税 

日本航空技術協会発行の「航空技術」に連載された「かたちとスピードで見る、旅客機
の20世紀」を大幅に書き改め、連載で省略した部分を新たに加えたりして、連載時の約

4倍の内容になっています。 

パイロットガイダンス 
日本航空機操縦士協会 発行 
☆定価 本体価格5,000円＋税 

機長をめざす機長候補生のための教本です。また、操縦士以外の航空関係者の方にも、
有益な情報の共有のために広範にわたり活用されることをめざした書です。 

パイロット手帖 
日本航空機操縦士協会 発行 
☆定価 本体価格1,500円＋税 

気象、飛行場、航空保安施設、航空工学などの情報を収録した年間スケジュール帳です。
毎年、年末に発行されます。 

世界航空機年鑑（年度版） 
酣燈社 発行 
☆定価 本体価格6,000円＋税 

各カテゴリー別に世界の航空機の写真、機体解説、寸法、性能などを掲載しています。 
 

登録航空機一覧表(加除式) 
国土交通省航空局 監修 
航空振興財団 発行 
☆定価 本体価格3,600円＋税 

日本に登録のある航空機をカテゴリー別に型式、製造番号、登録年月日、最大離陸重量、
定置場、所有者など10項目を掲載しています。加除式の追録は年に４回発行されていま
す。 

航空便覧（年度版） 
航空ニュース社 発行 
☆定価 本体価格2,305円＋税 

航空に関わる官庁、民間企業、各種機関について、組織の構成、住所、電話番号、幹部
氏名などを手帳サイズにして収録しています。 

数字でみる航空（年度版） 
国土交通省航空局 監修 
航空振興財団 発行 
☆定価 本体価格1,296円＋税 

国際航空、国内航空、航空機、航空従事者、飛行場、航空保安施設などの概要を数字、

表などで分かりやすく表しています。2014年版が８月に発行されました。 

航空統計要覧（年度版） 
日本航空 編  
日本航空協会 発行 
☆定価 本体価格4,762円＋税 

日本を含む世界の航空企業の輸送実績、空港、航空機などの一般統計、会社別の統計、

観光統計を掲載しています。毎年、12月頃に発行されています。 
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http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=20
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http://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=151
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図書名等 内 容 

飛
行
日
誌
（
ロ
グ
ブ
ッ
ク
）、
航
空
日
誌 

航空機乗組員飛行日誌 
FLIGHT LOGBOOK 
 ●飛行機  ●回転翼 
国土交通省航空局 監修 
鳳文書林出版販売 発行 
☆定価各 本体価格2,300円＋税 

航空法施行規則第44条に規定される航空機乗組員の飛行経歴を記入するものです。技

能証明申請時に必要な同規則別表第2の飛行経歴等が項目別に整理され、申請が容易に
できます。巻頭には記入方法が掲載されています。 
内容は同じですが表紙カラーが２種類に分かれます。飛行機は黒色、回転翼は赤色を

ご使用ください。 

航空機乗組員飛行日誌 
FLIGHT LOGBOOK 
 ●滑空機（グライダー） 
国土交通省航空局 監修 
鳳文書林出版販売 発行 
☆定価各 本体価格2,300円＋税 

航空法施行規則第44条に規定される航空機乗組員の飛行経歴を記入するものです。技
能証明申請時に必要な同規則別表第2の飛行経歴等が項目別に整理され、申請が容易に

できます。巻頭には記入方法が掲載されています。 
モーターグライダーで飛行されている方も本書をお使いください。 

CABIN CREW LOGBOOK 
鳳文書林出版販売 発行 
☆定価 本体価格930円＋税 

客室乗務員の飛行記録、技能審査・訓練の経歴を記入するものです。 

乗務員ばかりでなく、趣味で自身のフライトを記録されている方にも便利にお使いい
ただけます。 

航空日誌 
 ●搭載用（飛行機） 
 ●搭載用（ヘリコプター） 
鳳文書林出版販売 発行 
☆定価 各本体価格2,300円＋税 

航空法施行規則第142条の規定により、運航･整備内容を記録するもので、航空機の経
歴を証明するものです。 

 

航空日誌 
 ●地上備付用発動機 
 ●地上備付用プロペラ 
鳳文書林出版販売 発行 
☆定価 各本体価格2,300円＋税 

地上備え付け用は一つの発動機又はプロペラに一冊必要になります。 

 

航空日誌 グライダー 
鳳文書林出版販売 発行 
☆定価 本体価格2,300円＋税 

航空法施行規則第142条の規定により、運航･整備内容を記録するもので、グライダー
の経歴を証明するものです。 

航
空
無
線 

航空無線通信士用 無線工学 
情報通信振興会 発行 
☆定価 本体価格2,000円＋税 

第１章 電波の性質、第2章 電気磁気、第３章 電気回路など第15章点検及び保守ま
で無線工学を総合的に解説してあります。 

航空無線通信士用 法規 
情報通信振興会 発行 
☆定価 本体価格2,100円＋税 

第１章 電波法の目的、第２章 無線局の免許、第３章 無線設備、第４章 無線従
事者、第５章 運用、第６章 業務書類、第７章 監督、第８章 罰則等、第９章 
関係法令、第10章 国際法規、資料編から構成されています。 

航空無線通信士 英語 
情報通信振興会 発行 
☆定価 本体価格1,400円＋税 

第１章 導入、第２章 航空無線通信の基準、第３章 航空無線通信の手順、第４章 航
空交通管制、第５章 航空無線通信の実務、第６章 通信・航法装置から構成されていま

す。 

航空特殊無線技士 無線工学  
情報通信振興会 発行 
☆定価 本体価格1,500円＋税 

第１章 電波の性質、第２章 電気磁気、第３章 電気回路、第４章 半導体及び電
子管から最終章点検及び保守まで、計14章で構成されています。 

航空特殊無線技士 法規 
情報通信振興会 発行 
☆定価 本体価格1,600円＋税 

第１章 電波法の目的、第２章 無線局の免許、第３章 無線設備、第４章 無線従
事者、第５章 運用、第６章 業務書類、第７章 監督、第８章 罰則等から構成さ

れています。 

英語簡易辞書 
電気通信振興会 発行 
☆定価 本体価格1,600円＋税 

航空無線通信士の資格受験者と対象に、英和、和英、略語から構成されています。英
和、和英とも、使用例も収録されております。 

 

航 空 図 
区分航空図（縮尺１／50 万）  

JAPA-501（北海道） 

定価 本体価格 2,500 円+税 

JAPA-502（東北） 

定価 本体価格 2,500 円+税 

JAPA-503（関東・甲信越） 

定価 本体価格 2,500 円+税 

JAPA-504（中部・近畿） 

定価 本体価格 2,500 円+税 

JAPA-505（中国・四国） 

定価 本体価格 2,476 円+税 

JAPA-506（九州） 

定価 本体価格 2,500 円+税 

JAPA-507（奄美・沖縄） 

定価 本体価格 2,476 円+税 

TCA チャート（縮尺１／25 万） 

JAPA-253（東京・成田） 

定価 本体価格 2,476 円+税 

JAPA-254（中部・名古屋・浜松） 

定価 本体価格 2,500 円+税 

JAPA-255（関西・高松） 

定価 本体価格 2,500 円+税 

JAPA-256（福岡・九州） 

定価 本体価格 2,700 円+税 
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首都圏詳細航空図（縮尺１／10 万）定価 本体価格 2,700円＋税 

JAPA-103（東京） 

ERC チャート（縮尺１／150 万）定価 本体価格 3,000円＋税（ERC 1/2） 1,875円+税（ERC 3）  

ERC 1／2（稚内～名古屋、東京～鹿児島）  ERC 3（鹿児島～石垣島） 

JEPPESEN 社チャート 

弊社は JEPPSEN 社代理店となっていますが、各種チャート類でお取扱い可能なもの、お取扱いが不可能なものがあ

ります。詳細は弊社営業部までご連絡ください。 

 

用紙類 

航空局提出用書類 

学科試験申請用紙一式（セット販売） 本体価格 360 円＋税 

実地試験申請用紙一式（セット販売）※経歴書、成績報告書は別途お求めください 本体価格 360 円＋税 

学科試験申請用紙（第 19 号様式） 本体価格 200 円＋税 

実地申請用紙（第 19 号の２様式） 本体価格 200 円＋税 

納付書（第 31 号様式） 本体価格 60 円＋税 

申請にあたっての注意事項 本体価格 60 円＋税 

窓付封筒（指定封筒） 本体価格 40 円＋税 

板紙申請封筒 本体価格 100 円＋税 

再交付申請書（第 28 号様式） 本体価格 58 円＋税 

航空経歴書 操縦士用（要領様式 22） 本体価格 114 円＋税 

航空経歴書 滑空機操縦士用 本体価格 114 円＋税 

航空経歴書 航空整備士、工場整備士、運航管理者用 本体価格 114 円＋税 

実地試験成績報告書（実地試験受験日までにご用意ください） 定価各 本体価格 200 円+税 

１人で操縦できる飛行機 操縦に２人を要する飛行機 

１人で操縦できる回転翼航空機 操縦に２人を要する回転翼航空機 

滑空機 計器飛行証明 

操縦教育証明 航空整備士 

運航管理者 航空英語能力証明 

航空日誌用紙 定価各 本体価格 2,300 円＋税 

発動機 プロペラ 搭載 グライダー ヘリコプター 

 

映 像 

DVD「飛行機操縦完全マスター」第１巻～第４巻 
定価 本体価格3,800円（第１巻）12,000円
（第２巻）13,000円（第３巻、第４巻）+税 

DVD「IFR トレーニング」２本組 定価 本体価格 36,000 円+税 

飛行機操縦完全マスター映像 離陸準備から離陸上昇 定価 本体価格 1,800 円+税（ネット配信） 

飛行機操縦完全マスター映像 動翼・プロペラの説明 無線機器と通信 定価 本体価格 1,800 円+税（ネット配信） 

飛行機操縦完全マスター映像 水平・旋回・上昇・降下・急旋回 定価 本体価格 1,800 円+税（ネット配信） 

飛行機操縦完全マスター映像 基本・横風・ノンフラップ・短距離着陸 定価 本体価格 1,800 円+税（ネット配信） 

飛行機操縦完全マスター映像 着陸回避・飛行場灯火とパピーを利用した着陸 定価 本体価格 1,800 円+税（ネット配信） 

飛行機操縦完全マスター映像 ナビゲーションの目的と計画の立て方 定価 本体価格 2,200 円+税（ネット配信） 

飛行機操縦完全マスター映像 出発前ブリーフィングとナビゲーション飛行 定価 本体価格 2,200 円+税（ネット配信） 

飛行機操縦完全マスター映像 IFR（計器と無線誘導）飛行と解説 定価 本体価格 2,200 円+税（ネット配信） 
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航法・飛行用具 

航
法
計
算
盤
（
フ
ラ
イ
ト
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
） 

AN-2 
コンサイス製 
☆定価 本体23,000円＋税 

速度帯TAS 30kt-310kt  150kt-700kt対応。 
測風面にAN-1にはないカーソルが付いていて、風算出時の作業が軽減されます。飛行機

用のコンピューターでは、もっともポピュラーな製品です。   

TANC-3  
コンサイス製 
☆定価33,285円（本体31,700円） 

速度帯TAS 60kt-350kt  150kt-750kt対応。 
測風面にカーソルがあり、AN-2と同様に風の算出時の作業が容易です。スライドを外す
とホールディング・パターンのエントリーを知ることができます。 

TANC-3 改 
コンサイス製 
☆定価33,285円（本体31,700円） 

速度帯TAS 30kt-170kt。 
速度帯からも分かるように、TANC-3を飛行機に比べ低速域のヘリコプター用に改良した

ものです。  

E6-B   
ASA製 
☆定価 本体価格9,000円＋税 
☆定価 本体価格8,000円＋税(Micro) 

速度帯TAS 40kt-270kt  200kt-700kt。 
頑強なアルミニウム製で、仕様はAN-2と同様です。全長約24cmのフルサイズのものと、
ミリタリーパイロットに好評な同一性能の全長約16.5cmのMicroをご用意していますの

で、目的に応じてご使用ください。 

CR-2   
JEPPESEN製 
☆定価 本体価格5,000円＋税 

他の航法計算盤のようなスライドを持たず、サーキュラー・コンピューターで風の算出
が可能です。低速度からマッハで飛行する航空機に対応していますので、エアライン、
自衛隊などの操縦士にご利用頂いています。本製品は直径が11cmですが、ほかにCR-3（直

径15cm）、CR-5（直径9.5cm）もあります。 

航
法
定
規
（
プ
ロ
ッ
タ
ー
）
な
ど 

HB-25 
鳳文書林出版販売製 
☆定価 本体価格2,700円＋税 

縮尺25万分の１から100万分の１の地図まで、オールマイティーに計測できます。 

HB-100   
鳳文書林出版販売製 
☆定価 本体価格2,700円＋税 

海上保安庁発行の航空路図8500、8501、8502に適応するオリジナル・プロッターです。 

PJ-1   
JEPPESEN製 
☆定価 本体価格2,800円＋税 

方位を測定する部分が回転式ですので、固定式では測りにくい方位でも容易に計測する
ことができます。 

CP-1 
コンサイス製 
☆定価 本体価格2,900円＋税 

縮尺50万分の１及び 100万分の１の地図を計測するプロッターです。 

PN-1  
JEPPESEN製 
本体 本体価格2,100円＋税 

縮尺50万分の１、100万分の１の地図を片面ごとに計測するタイプです。 

FOLDING NAVIGATIONAL PLOTTER  
JEPPESEN製 
☆定価 本体価格3,150円＋税 

折り畳み式のプロッターで、胸のポケットに収納可能です（折り畳み時サイズ13cm）。
飛行中の使用に適しています。 

IFR ENROUTE PLOTTER PV-5 
JEPPESEN製 
☆定価 本体価格1,800円＋税 

ジェプセン・エンルート・チャート用に設計された全長約21.5cmのプロッターです。 

 

DIVIDER 
タケダ製図器製 
☆定価 本体価格2,400円＋税 

緯度により航空図上での距離は微妙に異なります。本来、プロッターは方位を測るもの
であり、距離の計測は、出発地、目的地付近の緯度の目盛りで、ディバイダーにより測
定します。他にコンパスとセットになったものも販売しております。 

航
空
用
品 

パイロット・グラブ（手袋） 
鈴鹿製 
☆定価 本体価格5,400円＋税 

鹿皮製の高級グラブです。厳重な品質管理のもと製造されており、薄手ですが丈夫な製
品です。各エアラインでも長年、愛用されている製品です。半指タイプもあります。サ

イズが各種ありますので、お問い合わせください。 

SUPER HOOD（スーパー・フード） 
SPORTY’S製 
☆定価 本体価格6,750円＋税 

計器飛行訓練用のプラスチック製の軽量フードです。ベルクロ・ストラップなので、フ
リー・サイズとなっております。 

PUT-IT（プット・イット） 
SPORTY’S製 
☆定価 本体価格1,300円＋税 

大きな吸盤にクリップが取り付けてあり、操縦輪、計器板に張り付けて、各種チャート
やチェックリストなど必要な情報を素早く見たいときに便利な製品です。 

KNEEBOARD（ニーボード） 
SPORTY’S製 
☆定価 本体価格8,400円＋税 

太腿に取り付けて、必要なチャート類を挟んだり、メモ用紙にデータなどを記載すると
きに重宝します。夜間飛行時にボードを照らす照明付きのモデル（本体価格15,700円）
もあります。 

 

洋書関係 

FAR/AIM、TEST PREPS PRIVATEなど、アメリカのJEPPSEN社、ASA社発行の各種書籍をお取り寄せできます。 

国際民間航空条約付属書、飛行場デザインマニュアル、空港業務マニュアルなど、ICAO発行の書籍もお取り寄せできます。 
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技能証明等申請手続 

◇印はすべてに共通  ▽印は操縦士のみ  ☆印は免除申請をする場合 

※添付するコピー類はすべてＡ４サイズ（住民票等公的機関が作成したものを除く） 

❍学科試験の実施時期・場所・申請先（予定） 

学科試験は、原則として年6回実施されます。試験期日、申込締切等は変更になることがありますので、各期ごとに公

示される官報をご覧ください。 

学科試験は科目合格制度が採られていますので、最初の一部科目合格（結果通知日）から一年以内に全科目を合格すれ

ば良いことになっています。 

 

実施予定時期 官報公示予定 実施場所 資 格（一部資格略） 

５
月
期 

5月下旬 4月初旬 東京、大阪 
事業用操縦士（飛）（回）、計器飛行証明、航空英語能力証明 

７
月
期 

7月下旬 5月初旬 

千歳、岩沼、東京、名古屋、

大阪、福岡、宮崎、那覇 

事業用操縦士、自家用操縦士、航空通信士、一等航空整備士（回）、

二等航空整備士、一等航空運航整備士（回）、二等航空運航整備士、

学科試験を必要とする限定変更、操縦教育証明、計器飛行証明 

東京、大阪、那覇 
定期運送用操縦士、一等航空整備士（飛）、一等航空運航整備士（飛）、

航空工場整備士、運航管理者 

東京、大阪 航空英語能力証明 

９
月
期 

9月下旬 8月初旬 東京、大阪 
事業用操縦士（飛）（回）、計器飛行証明、航空英語能力証明 

11
月
期 

11月下旬 9月初旬 東京、大阪 

定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士、二等航空整備士、

一等・二等航空運航整備士、学科試験を必要とする限定変更、操縦

教育証明、計器飛行証明、航空英語能力証明 

１
月
期 

1月下旬 12月初旬 東京、大阪 
事業用操縦士（飛）（回）、計器飛行証明、航空英語能力証明 

３
月
期 

３月下旬 1月初旬 

千歳、岩沼、東京、名古屋、

大阪、福岡、宮崎、那覇 

事業用操縦士、自家用操縦士、航空通信士、一等航空整備士（回）、

二等航空整備士、一等航空運航整備士（回）、二等航空運航整備士、

学科試験を必要とする限定変更、操縦教育証明、計器飛行証明 

東京、大阪、那覇 
定期運送用操縦士、一等航空整備士（飛）、一等航空運航整備士（飛）、

航空工場整備士、運航管理者 

東京、大阪 航空英語能力証明 

学科試験の申請は受験地により異なります。千歳、岩沼、東京で受験する場合は東京航空局に、名古屋、大阪、福岡、宮崎、

那覇で受験する場合は大阪航空局に申請書を提出します。申請方法は郵送、持参のどちらでも可能です。郵送の場合は、板紙封

筒で必ず書留便で送付してください。持参の場合は祝日を除く月曜日から金曜日の午前10時から午後４時までに提出してくださ

い。 

 

❍学科試験受験申込時 

学科試験申請は受験希望地を管轄する地方航空局に提出(郵送の場合は､板紙封筒による書留便）。本省では取り扱いま

せん。 

◇申請書（航空法施行規則  第19号様式）（注：鉛筆にて記入） 

◇納付書（航空法施行規則第31号様式）（手数料相当の収入印紙を貼付、消印無効） 

※参照（国家試験受験等手数料：平成18年4月1日施行） 

◇指定封筒２枚（切手を貼付（受験票用、結果通知書用）） 

☆科目合格による免除を申請する場合は学科試験結果通知書の現物。 

☆他の技能証明により免除を申請する場合は技能証明書の写し。 

☆外国政府の技能証明により免除を申請する場合は外国ライセンスの現物（郵送の場合は、指定封筒の１つに書留相当

の切手を貼付）及び写し。 

※運航管理者受験の方のみ航空経歴書（要領様式24）が必要です。 

 

❍学科試験受験時 

持参するもの 

◇受験票（写真〔縦３cm×横2.5cm〕を貼付、切り離し無効） 

 

 

❍実地試験受験申込時 

実地試験は受験日の前月15日（開庁日必着）までに、学科試験に合格した地方航空局に提出(郵送の場合は、板紙封筒

による書留便）。学科試験の有効期間（合格通知日から２年）に注意。 
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◇申込書（航空法施行規則 第19号の２様式）（注：鉛筆にて記入） 

◇納付書（航空法施行規則 第31号様式） （航空法施行令別表第１による金額相当分の収入印紙を貼付、消印無効） 

◇航空経歴書 

◇住民票（本籍記載のもの） 

◇学科試験結果通知書の写し 

▽航空機乗組員飛行日誌の写し（自家用操縦士は最新の飛行時間40時間以上、事業用操縦士は最新の飛行時間50時間以

上、上級滑空機は30回以上の滑空、動力滑空機は15時間以上） 

☆外国政府の技能証明により免除を申請する場合は写し。 

 

❍実地試験受験時 

実地試験受験時の書類は航空従事者試験官に提出。 

◇実地試験成績報告書 

◇指定封筒（切手を貼付（交付通知書用）、写真〔縦３cm×横2.5cm〕を同封） 

☆外国政府の技能証明により免除を申請した場合は、外国ライセンス（現物確認）。 

 

❍外国ライセンスの切り替え 

書類は住民票のある住所を管轄する地方航空局に提出。外国ライセンスは日本の自家用操縦士への切り替えの場合、学

科試験「法規」科目の受験が必要になります。 

必要書類 

◇申請書（航空法施行規則 第19号の２様式）（注：鉛筆にて記入） 

◇指定封筒（切手を貼付、写真〔縦３cm×横2.5cm〕を同封（交付通知書用）） 

◇航空経歴書 

◇住民票（本籍記載のもの） 

◇外国ライセンスの現物（郵送の場合は、ライセンス返送用の封筒に書留相当の切手を貼付）及び写し。 

◇学科試験結果通知書の写し 

▽航空機乗組員飛行日誌の写し（最新の飛行時間40時間以上、実地試験を受けた部分及び飛行要件を満たす部分） 

 

❍外国ライセンスによる限定変更の切り替え 

外国ライセンスによる限定変更の切り替えは操縦士のみ可能。外国で２種類以上の限定のあるライセンスを取得し、日

本の技能証明書を有していない場合は、１つの限定で技能証明を申請し、技能証明書の交付後、他の限定変更を申請。型

式限定されたものは、自家用操縦士のみ切り替え可能。 

必要書類 

◇申請書（航空法施行規則 第19号の２様式）（注：鉛筆にて記入） 

◇指定封筒（切手を貼付（交付通知書用）） 

◇外国ライセンスの現物（郵送の場合は、ライセンス返送用の封筒に書留相当の切手を貼付）及び写し。 

◇既得技能証明 

▽航空機乗組員飛行日誌の写し（外国で実地試験を受けた部分）。 

 

❍管轄区域 

東京航空局 

北海道 青森県 岩手県 秋田県 宮城県 山形県 福島県 新潟県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 埼玉県 

東京都 神奈川県 静岡県 山梨県 長野県 

大阪航空局 

愛知県 岐阜県 富山県 石川県 福井県 滋賀県 三重県 奈良県 和歌山県 京都府 大阪府 兵庫県 鳥取県 

岡山県 島根県 広島県 山口県 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 福岡県 長崎県 大分県 佐賀県 熊本県 

宮崎県 鹿児島県 沖縄県 

 

❍住  所 

❏東京航空局保安部運用課検査乗員係  TEL 03-5275-9321 

〒102-0074 東京都千代田区九段南１-１-15 九段第2合同庁舎 

❏大阪航空局保安部運用課検査乗員係  TEL 06-6949-6229 

〒540-8559 大阪府大阪市中央区大手前４－１－76 大阪合同庁舎第４号館 
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《国家試験受験手数料》 

（平成18年４月１日施行） 

○学科試験の受験料は一律、5,600円です（ただし、航空英語能力証明は22,600円）。 

○実地試験は下記のように種類によって異なります。 

技能証明 

定期運送用操縦士 67,400円 事業用操縦士（滑空機以外） 56,500円 事業用操縦士（動力滑空機） 48,100円 

事業用操縦士（上級滑空機） 25,400円 自家用操縦士（滑空機以外） 46,400円 自家用操縦士（動力滑空機） 40,100円 

自家用操縦士（上級滑空機） 22,800円 一等航空整備士 50,100円 二等航空整備士 45,000円 

一等航空運航整備士 37,200円 二等航空運航整備士 34,600円 航空工場整備士 50,100円 

限定変更 

定期運送用操縦士 57,000円 事業用操縦士（滑空機以外） 40,800円 事業用操縦士（動力滑空機） 48,100円 

事業用操縦士（上級滑空機） 25,400円 自家用操縦士（滑空機以外） 36,000円 自家用操縦士（動力滑空機） 40,200円 

自家用操縦士（上級滑空機） 22,800円 一等航空整備士 39,800円 二等航空整備士 34,700円 

一等航空運航整備士 30,500円 二等航空運航整備士 28,000円 航空工場整備士 39,800円 

業務範囲の変更 

定期運送用操縦士 67,400円 一等航空整備士 50,100円 二等航空整備士 30,500円 

その他 

航空英語能力証明 29,800円 計器飛行証明 51,300円 操縦教育証明 43,500円 

運航管理者技能検定 49,300円  

申請手数料 

航空身体検査証明 2,450円 航空機操縦練習許可書 1,350円 技能証明書引換え 1,750円 

技能証明書再交付 1,750円 身体検査証明再交付 550円 操縦練習許可書再交付 550円 
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