新千歳空港供用規程
空港法（昭和三十一年法律第八十号）第十二条第一項の規定に基づき、新千歳空港供用規程を次のとおり定める。
（運用時間等）
第一条

新千歳空港の運用時間 ２４時間

但し、騒音軽減のため、２２時から７時までの間の離着陸は、次のとおり制限する。
(1)

輸送目的外の寄港及び訓練飛行は許可しない。

(2)

離着陸は、緊急その他やむを得ない状況にある航空機を除き、３０回に限定する。
ただし０時から６時までは、６回を上限（３０回の内数）とする。

(注) 「緊急その他やむを得ない状況」とは、次の場合に限られる。
(a)

異常事態に遭遇した航空機

(b)

乗務員又は乗客に異常事態が発生した場合

(c)

捜索救難業務等に従事する航空機

(d)

台風避難その他の理由により離着陸が真に避けられない場合

また、空港の施設の工事又は地震災害等の緊急事態等のため必要と認める場合にあっては、空港の運用時間を変
更することがある。
２

新千歳空港機能施設事業等の営業時間及び駐車場の営業時間については、別に定め、インターネットの利用その
他の適切な方法により公表するものとする。なお、その内容は常に正確かつ最新の内容に保つよう努める。

（新千歳空港の概要）
第二条

滑走路の本数（長さ×幅）

一

Ａ滑走路 ３，０００ｍ×６０ｍ

二

Ｂ滑走路 ３，０００ｍ×６０ｍ

２

単車輪荷重

一

Ａ滑走路 ４３ｔ

二

Ｂ滑走路 ４３ｔ

３

エプロン ６１バース

（大型航空機用 ５０バース、中型航空機用 ３バース、小型航空機用 ８バース）
４

ＩＬＳ施設の有無、数、運用カテゴリー

一

Ａ滑走路

１式、カテゴリーⅠ精密進入灯火
１式、カテゴリーⅢ精密進入灯火

二

Ｂ滑走路

２式、カテゴリーⅠ精密進入灯火

（新千歳空港が提供するサービスの内容に関する情報）
第三条

次に掲げる新千歳空港が提供するサービスの内容に関する情報については、別に定め、インターネットの利

用その他の適切な方法により公表するものとする。なお、その内容は常に正確かつ最新の内容に保つよう努める。
一

総合案内所、観光情報センターその他の新千歳空港が提供するサービスに係る施設に関する情報

二

空港管理者等の氏名、住所及び連絡先その他の新千歳空港に関する情報

三

前二号に掲げるもののほか、地震災害等の緊急時に空港が提供するサービスその他の新千歳空港が提供するサ
ービスの内容に関する情報

（サービスの利用者その他の者が遵守すべき事項）
第四条

空港が提供するサービスの利用者その他の者が遵守すべき事項に関しては、空港管理規則（昭和二十七年運

輸省令第四十四号）の定めるところによる。

附

則

この新千歳空港供用規程は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。
附

則

この新千歳空港供用規程は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。
附

則

この新千歳空港供用規程は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。
附

則

この新千歳空港供用規定は、平成 23 年 11 月 17 日から施行する。
附

則

この新千歳空港供用規程は、平成 27 年 7 月 1 日から施行する。
附

則

この新千歳空港供用規程は、平成 27 年 10 月 15 日から施行する。
附

則

この新千歳空港供用規程は、平成 30 年 2 月 1 日から施行する。

新千歳空港が提供するサービス
新千歳空港供用規程第１条第２項に基づき、新千歳空港が提供するサービスの内容を次のとおり公表します。なお、
最新の内容は、インターネット等で確認してください。
○空港機能施設事業等の営業時間
（１）旅客取扱施設

新千歳空港ターミナルビルディング(株)

（国内線）６：２０～２３：００、（国際線）６：３０～２２：３０、（連絡施設）６：２０～２３：００
（２）貨物取扱施設
国際貨物：札幌国際エアカーゴターミナル(株)・平日８：３０～２１：００・土日祝９：００～２１：００、 日
本通運(株)札幌航空支店・月～金９：００～１８：００、郵船ロジスティクス(株)千歳営業所・月～
金９：００～１７：３０、(株)栗林商会千歳営業所・月～金９：００～１７：５０、北海運輸(株)新
千歳空港営業所・月～金９：００～１７：００、ナラサキスタックス(株)千歳空港営業所・月～金９：
００～１７：００、セイノー通関(株) 札幌空港営業所・月～金８：００～１７：００ 、札幌通運(株)
国際貨物支店千歳営業所・月～金９：００～１８：００
国内貨物：日本航空(株)６：４０～２３：００、全日本空輸(株)６：００～２３：００、名鉄ゴールデン航空(株)・
平日７：００～２２：００・土曜７：００～１８：００・日曜７：３０～１６：００、ヤマトグロー
バルエキスプレス(株)北日本ベース店・２４時間、ヤマトグローバルエキスプレス(株)千歳営業所・
平日８：００～１９：００・土日祝８：００～１８：００、佐川急便(株)２４時間、札幌通運(株)６：
００～２３：００、福山通運(株)平日１０：００～２２：００・土日８：００～１７：００、日本通
運(株)２４時間
（３）給油施設

千歳空港給油施設(株)

２４時間

○駐車場の営業時間
（１）Ａ駐車場

２４時間

http://www.kuko-aparking.com/
（２）Ｂ駐車場

２４時間

http://www.aeif.or.jp/shinchitose/shinchitose.html
（３）Ｃ駐車場

２４時間

http://www.kuko-aparking.com/c-parking/
○空港が提供するサービスに係る施設
（１）総合案内所
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/service/information/information/
（２）観光情報センター
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/service/information/tourist_info/
（３）コインロッカー
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/service/baggage/locker/
（４）車椅子等の貸し出し所 車椅子無料貸出
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/service/information/information/
（５）インターネット環境
・インターネットコーナー
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/service/internet_fax_copy/internet/
・公衆無線ＬＡＮサービス
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/service/internet_fax_copy/lan/
（６）診療所
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/service/guide/medicaloffice/

（７）レンタカー案内所
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/access/rentacar/
（８）飲食店・物販店
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/spend/
（９）喫煙所
（国内線）１階２カ所・２階５カ所・３階４カ所・４階１カ所
（国際線）２階１カ所・３階２カ所・４階１カ所
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/tmap/（フロアマップ）
（10）展望デッキ
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/service/other/deck/
（11）キッズルーム
（国際線）４階１カ所
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/tmap/（フロアマップ）
（12）温泉/シャワールーム
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/spend/relax/spa/
（13）ＣＩＱ
（国内線）なし
（国際線）あり
（14）ラウンジ
・有料ラウンジ
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/service/waitingroom_lounge/
（15）国際電話
（国内線）１階１４台・２階１９台・３階３台
（国際線）１階１台・２階２台・３階３台・４階１台
（連絡施設）２階１台
（16）宅配便
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/service/baggage/baggage_checkroom/
（17）手荷物預かり
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/service/baggage/baggage_checkroom/
（18）銀行/両替所/ＡＴＭ
・銀行
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/service/money/bank/（北洋銀行）
・両替所
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/service/money/currency_exchange/（トラベレックス）
・ＡＴＭ
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/service/money/bank/
・外貨電子マネー交換機
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/service/money/electronic_money/
（19）クリーニング受付
なし
（20）貸会議室、多目的ホール
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/service/waitingroom_lounge/
（21）授乳室
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/service/person_with_child/nursingroom/
（22）ペットホテル
なし
（23）仮眠施設

なし
（24）空港が提供するその他のサービスに係る施設
・ツアーデスク
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/service/information/dmstc/（国内線ツアーデスク）
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/service/information/inter/（国際線ツアーデスク）
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/service/information/jal/（ジャルパック）
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/service/information/ana/（ＡＮＡスカイホリデー）
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/service/information/kamori/（加森観光）
・バス案内所
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/access/trans_info_counter/
・着替室
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/service/other/dressingroom/
・理美容室
なし
・ネイルサロン
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/spend/shop/s5.html
・リフレッシュサロン
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/spend/shop/s6.html（国内線）
・ホテル
http://www.air-terminal-hotel.jp/
・郵便局/郵便ポスト
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/service/baggage/postoffice/
・航空傷害・海外旅行傷害保険自動引受機
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/service/money/obstruction_insurance/
・ビジネスサービス
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/service/internet_fax_copy/fax_copy_business/
・モバイルWi-Fiレンタル
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/service/internet_fax_copy/wifi/
・プリペイド式ＳＩＭの自動販売機
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/service/internet_fax_copy/sim_card/
・携帯電話充電器
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/service/internet_fax_copy/phonecharger/
・フリースペース（電源付）
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/service/internet_fax_copy/freespace/
・礼拝室
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/service/other/chapel/
・ヘルプカー
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/service/other/helpcar/
・宝くじ売り場
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/service/other/lottery/
・京浜急行/東京モノレール券売機
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/service/other/ticket/
・免税店
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/dutyfree/
・サイクルステーション
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/service/other/cyclestation/
・プリペイドカード販売機

http://www.new-chitose-airport.jp/ja/service/other/prepaid_card/
・コイン式マッサージチェア
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/service/other/massage/
・スタンプラリー
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/spend/enjoy/play/quiz/
・ＡＥＤ
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/service/guide/aed/
・パウダールーム
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/service/person_with_child/powderroom/
・エンターテインメント
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/spend/enjoy/
・空港駐車場間連絡橋 ３５ｍ×５ｍ 1 本、６５ｍ×５ｍ ２本
・床置式荷物はかり
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/service/baggage/baggage_scales/
○空港の情報
（１）空港管理者
国土交通省東京航空局新千歳空港事務所
北海道千歳市美々

電話０１２３－２３－４１０１

（２）空港機能施設事業者
新千歳空港ターミナルビルディング(株)
北海道千歳市美々９８７番地２２

電話０１２３－４６－５１００

千歳空港給油施設(株)
北海道千歳市平和１３８７番地１

電話０１２３－４６－３４５６

札幌国際エアカーゴターミナル(株)
北海道千歳市平和１３８８番地７

電話０１２３－２７－５１１５

（３）駐車場管理者
Ａ駐車場及びＣ駐車場
(一社)千歳観光連盟
北海道千歳市美々

電話０１２３－４５－７０６１

Ｂ駐車場
(一財)空港環境整備協会
北海道千歳市美々

電話０１２３－２７－８１６０

（４）乗入れ航空会社
（国内線）

http://www.new-chitose-airport.jp/ja/airport/airline/dmstc.html

（国際線）

http://www.new-chitose-airport.jp/ja/airport/airline/inter.html

（５）路線・ダイヤ 新千歳空港ターミナルホームページに記載
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/
（６）給油施設が提供する燃料の種類 航空燃料 ＪＥＴ－Ａ－１
（７）着陸料等
着陸料等の空港の使用料については、「国土交通大臣が設置し、及び管理する空港の使用料に関する告示（昭
和四十五年運輸省告示第七十六号）」及び「国土交通大臣が設置し、及び管理する空港の使用料に関する告示の
特例に関する告示（平成二十五年国土交通省告示第三百二十号）」を参照してください。
（８）旅客取扱施設利用料
国際線出国者一人当たり
大人（満 12 歳以上）

1,030 円（消費税込み）

小人（満 2 歳以上 12 歳未満）

520 円（消費税込み）

※ただし、満 2 歳未満で小人用航空券を使用する場合は、小人料金を適用
（９）空港アクセス ＪＲ北海道（札幌駅よりＪＲ快速で約３７分）、中央バス・北都交通（札幌駅前より約８０分）
（10）駐車場 Ａ駐車場 収容台数 1,813 台、Ｂ駐車場 収容台数 2,436 台、Ｃ駐車場 収容台数 304 台
（11）送迎場所の位置

一般車用レーン

（12）空港マップ
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/tmap
（13）バリアフリー情報
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/service/barrier_free/
（14）利用者の意向を反映する仕組み
ターミナルビル内にアンケートボックスを設置（国内線）１０カ所、（国際線）２カ所
（15）消火救難車両
大型化学消防車２台・化学消防車１台・給水車１台・指揮車１台・連絡車１台・救急医療作業車１台・救難照
明車１台
（16）除雪車台数
プラウ除雪車２１台・ロータリ除雪車８台・スイーパ除雪車２０台・凍結防止剤散布車１台
○地震災害等の緊急時に空港が提供するサービス
（１）収容施設（応急仮設住宅を含む。）の供与 旅客ターミナルビル会議室(２階)
（２）被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 災害時対応用毛布６，０００枚、寝袋４，０００枚、飲料水約
２，０００本、非常食約２，０００食

