北九州空港供用規程

北九州空港事務所長
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、北九州空港供用
規程を次のとおり定める。
第一章 北九州空港が提供するサービスの内容
（運用時間等）
第一条 北九州空港の運用時間
２４時間（００時～２４時）
a.但し、航空交通管制業務の提供は 7 時 45 分から 22 時 15 分までで、これ以外の時間
は福岡空港事務所による他飛行場援助業務（RAG 業務）により運用される。
b.但し、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 北九州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。
（北九州空港の概要）
第二条 滑走路の本数 １本（２，５００ｍ×６０ｍ）
２ 単車輪荷重
４３トン
３ エプロン
２７バース
内訳 大型ジェット機用
３バース
中型ジェット機用
３バース
小型ジェット機用
３バース
小型機用
１８バース
４ ＩＬＳ施設
１式、カテゴリーⅠ、精密進入灯火
（北九州空港が提供するサービスの内容に関する情報）
第三条 次に掲げる北九州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北九州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北九州空港に関する情報
（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、次
に掲げるもののほか、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。
一 正当な理由がなく、刃物、棒、小型無人機（重要施設の周辺地域の上空における
小型無人機等の飛行の禁止に関する法律（平成二十八年法律第九号）第二条第三項
に規定する小型無人機をいう。以下同じ。）その他の使用方法により他者に危害を
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加える又は混乱を招くおそれのある物を持ち込んではならない。
二 空港事務所長の承認を受けないで小型無人機を飛行させてはならない。

附

則
北管第５７１号 平成２１年３月２４日
この北九州空港供用規程は、平成２１年４月１日から施行する。
北管第４８９号 平成２２年３月３１日
この北九州空港供用規程は、平成２２年４月１日から施行する。
北管第４４６号 平成２３年３月２５日
この北九州空港供用規程は、平成２３年４月１日から施行する。
北管第９５号
平成２５年６月２８日
この北九州空港供用規程は、平成２５年７月１日から施行する。
北管第２５号
平成２６年４月１６日
この北九州空港供用規程は、平成２６年４月１６日から施行する。
北管第１４３号 平成２７年７月２４日
この北九州空港供用規程は、平成２７年７月２４日から施行する。
北管第１７０号 令和２年９月１５日
この北九州空港供用規程は、令和２年９月１５日から施行する。
北管第４４９号 令和３年３月２６日
この北九州空港供用規程は、令和３年４月１日から施行する。

- 2 -

北九州空港が提供するサービスの内容に関する情報
１．北九州空港が提供するサービスの内容
（１）空港の運用時間
２４時間
（２）空港機能施設事業等の営業時間
・旅客ターミナルビルの開館時間
午前４時３０分から最終便到着時間の３０分後まで
但し、航空機の運航状況に応じて下記のとおり変更する場合があります
開館
初便の１時間前
閉館
最終便の３０分後
・貨物取扱施設の営業時間
２４時間
日本航空株式会社
５：３０～２３：００
株式会社スターフライヤー
６：００～２４：００
全日本空輸株式会社（スターフライヤーとの共同運航による）
６：００～２４：００
・給油施設の営業時間
２４時間
（３）駐車場の営業時間
２４時間
２．北九州空港が提供するサービスの内容に関する情報
○北九州空港が提供するサービスに係る施設
（１）総合観光案内所
旅客ターミナルビル１階 エントランスホール
http://www.kitakyu-air.jp/rev-airport-guide/rev-airport-guide.
html
（２）圏域情報コーナー
旅客ターミナルビル１階

エントランスホール

http://www.kitakyu-air.jp/rev-airport-guide/rev-airport-guide.
html
（３）ＣＩＱ
財務省

門司税関

法務省 福岡出入国在留管理局 北九州出張所
厚生労働省 福岡検疫所 門司検疫所支所
農林水産省
農林水産省

門司植物防疫所
動物検疫所 門司支所

（４）ラウンジ（有料）
旅客ターミナルビル２階

国内線搭乗待合室

http://www.kitakyu-air.jp/rev-airport-guide/rev-lounge.html
（５）国際電話
公衆電話
旅客ターミナルビル２階

国際線チェックインロビー

（６）宅配便
旅客ターミナルビル１階 到着ロビー
http://www.kitakyu-air.jp/rev-airport-guide/rev-service-yamato.html
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（７）コインロッカー
旅客ターミナルビル１階
２階

到着ロビー
国内線チェックインロビー
２４時間あたり 小 ２００円
大

３００円

（８）ＡＴＭ
旅客ターミナルビル２階
旅客ターミナルビル１階

国内線チェックインロビー
到着ロビー・コンビニエンスストア内

http://www.kitakyu-air.jp/rev-airport-guide/rev-service-atm.html
（９）貸会議室
会議室Ｃ
２４席 １時間 １，１００円
（１０）車椅子等の貸し出し所
総合観光案内所
http://www.kitakyu-air.jp/rev-airport-guide/rev-barrierfree.html
（１１）インターネット環境
http://www.kitakyu-air.jp/rev-airport-guide/rev-wifi.html
（１２）授乳室
旅客ターミナルビル２階
旅客ターミナルビル２階
旅客ターミナルビル２階

国内線チェックインロビー
国内線搭乗待合室
国際線搭乗待合室

http://www.kitakyu-air.jp/rev-airport-guide/rev-kids.html
（１３）レンタカー案内所
旅客ターミナルビル１階 到着ロビー
http://www.kitakyu-air.jp/rev-access/rev-rentalcar.html
（１４）飲食店・物販店
飲食店
http://www.kitakyu-air.jp/rev-shop/rev-shop.html
物販店

http://www.kitakyu-air.jp/rev-shop/rev-shop.html

（１５）喫煙専用室・喫煙所
http://www.kitakyu-air.jp/rev-airport-guide/rev-service-smorking.
html
（１６）展望デッキ
http://www.kitakyu-air.jp/rev-airport-guide/rev-service-deck.html
（１７）空港が提供するその他のサービスに係る施設
足湯
http://www.kitakyu-air.jp/rev-airport-guide/rev-service-ashiyu.html
（１８）外貨両替機
旅客ターミナルビル２階 国際線チェックインロビー
http://www.kitakyu-air.jp/rev-airport-guide/rev-service-fukuokabank.
html
（１９）国内用ＳＩＭカードの販売
旅客ターミナルビル１階 到着ロビー
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http://www.kitakyu-air.jp/rev-airport-guide/rev-service-sim.html
（２０）Ｗｉ－Ｆｉ貸出サービス
旅客ターミナルビル１階 到着ロビー
http://www.kitakyu-air.jp/rev-airport-guide/rev-service-sim.html
（２１）団体カウンター
旅客ターミナルビル２階 国際線チェックインロビー
１回の使用 １,１００円
http://www.kitakyu-air.jp/rev-airport-guide/rev-airport-guide.html
（２２）京急券売機
旅客ターミナルビル２階 国内線搭乗待合室
（２３）有料充電器
旅客ターミナルビル１階 到着ロビー
旅客ターミナルビル２階 国内搭乗待合室
３０分 ２００円
（２４）ビジネスコーナー（無料充電設備完備）
旅客ターミナルビル２階 出発ロビー
旅客ターミナルビル２階 国内線搭乗待合室
（２５）サイクルステーション
旅客ターミナルビル１階 エントランス横
http://www.kitakyu-air.jp/rev-airport-guide/rev-service-cycle.html
（２６）屋外常設テント（イベント広場）
旅客ターミナルビル１階 エントランス横
http://www.kitakyu-air.jp/rev-airport-guide/rev-service-tent.html
○空港の情報
（１）空港管理者の氏名、住所及び連絡先
氏名
国土交通省 大阪航空局 北九州空港事務所
住所
北九州市小倉南区空港北町６番
連絡先 ０９３－４７４－０２０４
（２）空港機能施設事業者（航空旅客、航空貨物）の氏名、住所及び連絡先
氏名
北九州エアターミナル株式会社
住所
北九州市小倉南区空港北町６番
連絡先

０９３－４７５－４１９５

http://www.kitakyu-air.jp/rev-inquiry/rev-profile.html
空港機能施設事業者（給油施設）の氏名、住所及び連絡先
氏名
住所

國際航空給油株式会社
北九州市小倉南区空港北町６番

連絡先

０９３－４７４－６６７７

https://www.kafco.co.jp/
（３）駐車場管理者の氏名、住所及び連絡先
氏名
北九州エアターミナル株式会社
住所
北九州市小倉南区空港北町６番
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連絡先 ０９３－４７５－４１９５
http://www.kitakyu-air.jp/rev-inquiry/rev-profile.html
（４）乗入れ航空会社
株式会社スターフライヤー
全日本空輸株式会社（スターフライヤーとの共同運航）
日本航空株式会社
株式会社ジンエアー
株式会社大韓航空
中国東方航空
（５）路線・ダイヤ
http://www.kitakyu-air.jp/
（６）給油施設が提供する燃料の種類
ＪＥＴＡ－１
ＡＶＧＡＳ １００ＬＬ
（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（昭和四十五年三月二十四日運輸省告示第七十
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（平成二十五年三月二十九日国土交通省告示第三百
二十号）」を参照するものとする。
（８）旅客取扱施設利用料 （航空券発券時に徴収）
（国内線）出発及び到着旅客 各々１人当たり
大人（満１２歳以上）
１００円
小人（満３歳以上１２歳未満） ５０円
但し、満３歳未満で小人用航空券を使用する場合は小人料金とする。
（国際線）出発及び到着旅客 各々１人当たり
大人（満１２歳以上）
３２０円
小人（満２歳以上１２歳未満）１５０円
但し、満２歳未満で小人用航空券を使用する場合は小人料金とする。
（９）空港アクセス
ＪＲ小倉駅よりバスで約３５分（ノンストップバス利用の場合）
ＪＲ朽網駅よりバスで約２０分
ＪＲ黒崎駅よりバスで約５０分
博多・天神よりバスで最短約７０分
http://www.kitakyu-air.jp/rev-access/rev-access.html
（１０）駐車場
http://www.kitakyu-air.jp/rev-access/rev-parking.html
（１１）空港マップ（例：各階平面図、構内地図）
旅客ターミナルビル 各階平面図
http://www.kitakyu-air.jp/rev-airport-guide/rev-airport-guide.html
（１２）バリアフリー情報
旅客ターミナルビルは、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関
する法律（新バリアフリー法）」の建築物移動等円滑化誘導基準の認定を受
けた建物である
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（１３）地震災害等の緊急時に空港が提供するサービス
（飲料水）530ｍＬ入りペットボトル４５６本
（非常食）５３６食（内ハラール向け５０食、ベジタリアン向け３０食）
（毛 布）４５０人分 （医療品）ガーゼ、カット綿、包帯、消毒液 等
（その他）災害時緊急使用提携自販機
（１４）利用者の意向を反映する仕組み
１階エントランスホール、２階国内線搭乗待合室にご意見箱を設置
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