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那覇空港供用規程 

 

 

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、那覇空港供用規程を次のとお

り定める。  

 

第一章 那覇空港が提供するサービスの内容 

 

 

 （運用時間等） 

第一条  那覇空港の運用時間 ２４時間 

   但し、空港の施設等の工事又は、地震災害等の緊急事態等のため必要と認める場合にあたっては、

空港の運用時間を変更することがある。 

２ 空港機能施設事業等の営業時間 

一 旅客取扱施設 

那覇空港旅客ターミナルビル 

国内線エリア ６：００～２４：００ 

国際線エリア ６：００～２２：００ 

二 貨物取扱施設 ２４時間 

三 給油施設（車両等による給油を含む。） ２４時間 

３ 駐車場の営業時間 ６：００～２４：００ 

   航空機の到着が遅れた場合、営業時間を延長 

 

 （那覇空港の概要） 

第二条 滑走路の本数（長さ×幅） 

一 Ａ滑走路 ３，０００ｍ×４５ｍ 

二 Ｂ滑走路 ２，７００ｍ×６０ｍ 

２ 単車輪荷重  

一 Ａ滑走路 ４３ｔ 

二 Ｂ滑走路 ４３ｔ 

３ エプロン ７１バース 

内訳 大型ジェット機用 １６バース 

中型ジェット機用 １７バース 

小型ジェット機用 １３バース 

その他（プロペラ機） ２バース 

小型機用  ２３バース 

（固定翼機用１７バース、回転翼機用６バース） 

４ ＩＬＳ施設等 
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一 Ａ滑走路 ＩＬＳ Ｒ／Ｗ３６ 一式 カテゴリーⅠ 

ＰＡＲ 一式 

二 Ｂ滑走路 ＩＬＳ Ｒ／Ｗ１８、３６ 二式 カテゴリーⅠ 

ＰＡＲ 一式 

 

 （那覇空港が提供するサービスの内容に関する情報） 

第三条 那覇空港が提供するサービスに係る施設 

一 総合案内所 

那覇空港旅客ターミナルビル 

国内線エリア １、２、３階 

国際線エリア １階、３階 

https://www.naha-airport.co.jp/service/info/information/ 
二 観光情報センター  

那覇空港旅客ターミナルビル 

国内線エリア １階 

国際線エリア １階 

https://www.naha-airport.co.jp/service/info/tour_info/ 
三 ＣＩＱ 

那覇空港旅客ターミナルビル 

国際線エリア 

四 ラウンジ 

那覇空港旅客ターミナルビル 

国内線エリア １階、２階 有料 

国際線エリア ３階 有料 

https://www.naha-airport.co.jp/service/pay_area/ 
五 国際電話 

那覇空港旅客ターミナルビル 

国内線エリア 各階 公衆電話 

国際線エリア １、２階 公衆電話 

https://www.naha-airport.co.jp/spend/map/ 
  携帯電話レンタル 

那覇空港旅客ターミナルビル 

国際線エリア １階（両替所） 

https://www.naha-airport.co.jp/spend/map/ 
六 宅配便 

那覇空港旅客ターミナルビル 

国内線エリア １階 ３店舗 

https://www.naha-airport.co.jp/service/shipping/ 

https://www.naha-airport.co.jp/service/info/information/
https://www.naha-airport.co.jp/service/info/information/
https://www.naha-airport.co.jp/service/info/tour_info/
https://www.naha-airport.co.jp/service/pay_area/
https://www.naha-airport.co.jp/spend/map/
https://www.naha-airport.co.jp/spend/map/
https://www.naha-airport.co.jp/service/shipping/
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 手荷物預かり 

那覇空港旅客ターミナルビル 

国内線エリア １階 

https://www.naha-airport.co.jp/service/shipping/baggage/ 
 コインロッカー 

那覇空港旅客ターミナルビル 

国内線エリア １、２、３階 

国際線エリア １、２、３階 

https://www.naha-airport.co.jp/service/shipping/coin_locker/ 
七  両替 

那覇空港旅客ターミナルビル 

国内線エリア １階 

各総合案内所（ＵＳドル両替） 

外貨自動両替機 

https://www.naha-airport.co.jp/service/cash/auto_exchange/ 
国際線エリア １、２階 

両替所 

https://www.naha-airport.co.jp/service/cash/exchange/ 
   ＡＴＭ 

那覇空港旅客ターミナルビル 

国内線エリア ２階 

国際線エリア １階 

https://www.naha-airport.co.jp/service/cash/atm/ 
八 貸会議室 

那覇空港旅客ターミナルビル 

国内線エリア １階 

https://www.naha-airport.co.jp/service/pay_area/multipurpose/ 
  イベント用ホール 

那覇空港旅客ターミナルビル 

国内線エリア ２階（ウェルカムホール） 

国際線エリア ３階（ふくぎホール） 

https://www.naha-airport.co.jp/spend/events_gallery/ 
九 車椅子等の貸し出し所 

那覇空港旅客ターミナルビル 

国内線エリア １階 沖縄バリアフリーツアーセンター 

 ３階 各航空会社カウンター 

https://www.naha-airport.co.jp/service/assist/bftourcenter/ 
国際線エリア １階 総合案内所 

https://www.naha-airport.co.jp/service/shipping/baggage/
https://www.naha-airport.co.jp/service/shipping/coin_locker/
https://www.naha-airport.co.jp/service/cash/auto_exchange/
https://www.naha-airport.co.jp/service/cash/exchange/
https://www.naha-airport.co.jp/service/cash/atm/
https://www.naha-airport.co.jp/service/pay_area/multipurpose/
https://www.naha-airport.co.jp/spend/events_gallery/
https://www.naha-airport.co.jp/service/assist/bftourcenter/
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 ２階 各航空会社カウンター 

十 インターネット端末 

那覇空港旅客ターミナルビル 

国内線エリア １階 １ヶ所 

 ２階 ２ヶ所 

https://www.naha-airport.co.jp/service/wifi/coin_pc/ 
公衆無線ＬＡＮ 

https://www.naha-airport.co.jp/service/wifi/wifi-spot/ 
十一 授乳室 

那覇空港旅客ターミナルビル 

国内線エリア １階 ２ヶ所 

 ２階 ２ヶ所 

 ３階 ２ヶ所 

国際線エリア １階 １ヶ所 

 ２階 ５ヶ所 

 ３階 １ヶ所 

 ４階 １ヶ所 

https://www.naha-airport.co.jp/service/family/nursing/ 
十二 レンタカー案内所 

那覇空港旅客ターミナルビル 

国内線エリア １階 

https://www.naha-airport.co.jp/service/info/rental_car/ 
 
十三 飲食店・物販店（土産、コンビニ、その他サービス等） 

那覇空港旅客ターミナルビル 

国内線エリア 各階 

国際線エリア 各階 

https://www.naha-airport.co.jp/spend/shop_and_restaurant/ 
十四 喫煙所 

那覇空港旅客ターミナルビル 

国内線エリア １階 ４ヶ所 

 ２階 ４ヶ所 

 ３階 ４ヶ所 

国際線エリア １階 ２ヶ所 

 ２階 ３ヶ所 

 ３階 １ヶ所 

 ４階 １ヶ所 

https://www.naha-airport.co.jp/spend/map/ 

https://www.naha-airport.co.jp/service/wifi/coin_pc/
https://www.naha-airport.co.jp/service/wifi/wifi-spot/
https://www.naha-airport.co.jp/service/wifi/wifi-spot/
https://www.naha-airport.co.jp/service/family/nursing/
https://www.naha-airport.co.jp/service/info/rental_car/
https://www.naha-airport.co.jp/spend/shop_and_restaurant/
https://www.naha-airport.co.jp/spend/map/
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十五 展望デッキ 

那覇空港旅客ターミナルビル 

国内線エリア ３階 無料 

国際線エリア ４階 無料 

https://www.naha-airport.co.jp/spend/others/ 
十六 マッサージサービス 

那覇空港旅客ターミナルビル 

国内線エリア １、３階 

https://www.naha-airport.co.jp/spend/shop_and_restaurant/search/?type= シ ョ ッ プ

&category=サービス 
十七 クリーニング受付 

那覇空港旅客ターミナルビル 

国内線エリア ３階 

https://www.naha-airport.co.jp/spend/shop_and_restaurant/search/?type=%E3%81 
%9D%E3%81%AE%E4%BB%96%E3%81%AE%E3%83%86%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%
83%88 

十八 ＡＥＤ 

那覇空港旅客ターミナルビル 

国内線エリア １階 １ヶ所 

 ２階 ５ヶ所 

 ３階 １ヶ所 

 ４階 １ヶ所 

国際線エリア １階 １ヶ所 

 ２階 ４ヶ所 

 ３階 １ヶ所 

 ４階 １ヶ所 

http://www.naha-airport.co.jp/facility/floor_guide_1f.html 
十九 空港が提供するその他のサービスに係る施設 

     京浜急行・東京モノレール券売機 

那覇空港旅客ターミナルビル 

国内線エリア ２階 

https://www.naha-airport.co.jp/service/others/tickets/ 
     ＤＦＳ商品受取カウンター 

那覇空港旅客ターミナルビル 

国内線エリア ２階 

国際線エリア ２階 

https://www.naha-airport.co.jp/spend/shop_and_restaurant/search/?type= シ ョ ッ プ

&category=その他 

https://www.naha-airport.co.jp/spend/others/
https://www.naha-airport.co.jp/spend/shop_and_restaurant/search/?type=%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%97&category=%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9
https://www.naha-airport.co.jp/spend/shop_and_restaurant/search/?type=%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%97&category=%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9
https://www.naha-airport.co.jp/spend/shop_and_restaurant/search/?type=%E3%81
http://www.naha-airport.co.jp/facility/floor_guide_1f.html
http://www.naha-airport.co.jp/facility/floor_guide_1f.html
https://www.naha-airport.co.jp/service/others/tickets/
https://www.naha-airport.co.jp/spend/shop_and_restaurant/search/?type=%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%97&category=%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96
https://www.naha-airport.co.jp/spend/shop_and_restaurant/search/?type=%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%97&category=%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96
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      礼拝室 

那覇空港旅客ターミナルビル 

国際線エリア ４階 

https://www.naha-airport.co.jp/service/others/prayer_room/ 
     ほじょ犬専用トイレ 

那覇空港旅客ターミナルビル 

国内線エリア １階屋外 (１階南側の出入口、道路脇) 

国際線エリア １階屋外（１階南側の出入口、道路脇） 

https://www.naha-airport.co.jp/spend/map/ 
 
２ 那覇空港の情報 

一 空港管理者 国土交通省 

連絡先：国土交通省大阪航空局那覇空港事務所 

沖縄県那覇市安次嶺５３１－３ 

０９８－８５７－１１０１（代表） 

二 空港機能施設事業者 

旅客取扱施設事業者 那覇空港ビルディング株式会社 

沖縄県那覇市字鏡水１５０番地 

０９８－８４０－１１５１（代表） 

   貨物取扱施設事業者 那覇空港貨物ターミナル株式会社 

沖縄県那覇市字鏡水４００番地 

０９８－９８７－１２１１（代表） 

三 駐車場管理者 那覇空港ビルディング株式会社 

沖縄県那覇市字鏡水１５０番地 

０９８－８４０－１１５１（代表） 

四 乗り入れ航空会社 

https://www.naha-airport.co.jp/flight/airline/ 
五 路線・ダイヤ 乗り入れ航空会社発表（ＨＰ、時刻表等）のとおり 

https://www.naha-airport.co.jp/flight/month/ 
六 給油施設が供給する燃料の種類 

ジェット燃料（ＪＥＴ Ａ―１・ＪＰ－４） 

その他の燃料（ＡＶ－ＧＡＳ） 

七 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（平成二十九年三月三十日国土交通

省告示第二百五十九号）」を参照するものとする。 

http://www.mlit.go.jp/notice/index.html（国土交通省告示・通達一覧） 

https://www.naha-airport.co.jp/service/others/prayer_room/
https://www.naha-airport.co.jp/service/others/prayer_room/
https://www.naha-airport.co.jp/spend/map/
https://www.naha-airport.co.jp/flight/airline/
https://www.naha-airport.co.jp/flight/month/
http://www.mlit.go.jp/notice/index.html
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八 旅客取扱施設利用料 

那覇空港旅客ターミナルビル 

国内線エリア  有 

 大人 １２０円（１２歳以上） 

 小人  ６０円（満３歳以上満１２歳未満） 

国際線エリア  有 

出国者１人あたり 大人 １，０００円（１２歳以上） 

 小人   ５００円（満２歳以上満１２歳未満） 

九 空港アクセス 

沖縄都市モノレール（ゆいレール）那覇空港駅 連絡橋直結 

https://www.naha-airport.co.jp/access/monorail/ 
路線バス 

https://www.naha-airport.co.jp/access/bus/ 
タクシー 

https://www.naha-airport.co.jp/access/taxi/ 
十 駐車場 

普通車２，４７２台、身障者３４台、二輪車１００台 

https://www.naha-airport.co.jp/access/parking/ 
十一 空港マップ 各階平面図、構内図 

那覇空港旅客ターミナルビル 

https://www.naha-airport.co.jp/spend/map/ 
十二 バリアフリー情報 各施設対応、車椅子用案内所 

那覇空港旅客ターミナルビル 

国内線エリア 各階 総合案内所 

     国際線エリア １階 総合案内所 

     しょうがい者専用お手洗 

      国内線エリア １階 ２ヶ所 

 ２階 ６ヶ所 

 ３階 ４ヶ所 

      国際線エリア １階 ４ヶ所 

 ２階 ７ヶ所 

 ３階 ３ヶ所 

 ４階 ３ヶ所 

      https://www.naha-airport.co.jp/spend/map/ 
十三 利用者の意見を反映するためのアンケートボックス設置 

那覇空港旅客ターミナルビル 

国内線エリア 各階 総合案内所 

その他  

https://www.naha-airport.co.jp/access/monorail/
https://www.naha-airport.co.jp/access/bus/
https://www.naha-airport.co.jp/access/taxi/
https://www.naha-airport.co.jp/access/parking/
https://www.naha-airport.co.jp/spend/map/
https://www.naha-airport.co.jp/spend/map/
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サービス、施設等に関する情報提供先 

那覇空港旅客ターミナルビル 

http://www.naha-airport.co.jp 
地震災害等の緊急時に空港が提供するサービス 

被服、寝具その他生活必需品の供与又は貸与 

那覇空港旅客ターミナルビル 

ブルーシート   

 国内線エリア ６００枚 

 国際線エリア ３００枚 

毛布 

 国内線エリア １００枚 

フェイスタオル 

 国内線エリア １，０００枚 

      医療の提供 

       救急箱 

        国内線エリア 休養室、各階 総合案内所 

        国際線エリア １階 総合案内所 

台風の接近に伴う各種情報 

      沖縄観光情報ＷＥＢサイトおきなわ物語 

      http://www.okinawastory.jp/about/knowledge/4 
 

 （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 

  この那覇空港供用規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この那覇空港供用規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この那覇空港供用規程は、平成２６年８月１日から施行する。 

附 則 

http://www.naha-airport.co.jp/
http://www.naha-airport.co.jp/
http://www.okinawastory.jp/about/knowledge/4
http://www.okinawastory.jp/about/knowledge/4
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この那覇空港供用規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この那覇空港供用規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この那覇空港供用規程は、平成２９年６月２２日から施行する。 

附 則 

この那覇空港供用規程は、平成３０年５月１日から施行する。 

附 則 

この那覇空港供用規程は、令和２年３月３１日から施行する。 

附 則 

この那覇空港供用規程は、令和３年３月２５日から施行する。 
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