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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、福岡空港供
用規程を次のとおり定める。
第一章 総

則

（目
的）
第一条 この規程は、空港の設置及び管理に関する基本方針の内容を踏まえつつ、福
岡空港が提供するサービスの内容やサービスの利用者その 他の者が遵守すべ
き事項、その他空港の供用の条件について記載することにより、空港における利
用者の利便に資することを目的とする。
第二章 福岡空港が提供するサービスの内容
（運用時間等）
第二条 福岡空港の運用時間 ２４時間（ただし、定期便ダイヤ設定時間は、０７：
００～２１：５５、離着陸は原則として０７：００～２２：００）。なお、空港管
理者は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られる場
合にあっては、空港の運用時間を変更することができる。
２ 福岡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、別添によ
るものとし、公表についてはインターネットの利用その他の適切な方法によるもの
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。
（福岡空港の概要）
第三条 滑走路の本数（長さ×幅） １本（２，８００ｍ×６０ｍ）
２ 単車輪荷重 ４３トン
３ エプロン ４７バース（大型航空機用１５バース、中型航空機用４バース、小型

航空機用２１バース、小型機用７バース）
４ 計器着陸方式（ＩＬＳ）施設の有無、数、運用カテゴリー
一 １６ＩＬＳ（ＬＯＣ、ＧＳ／Ｔ－ＤＭＥ） １式、カテゴリーⅠ精密進入灯火
二 ３４ＩＬＳ（ＬＯＣ、ＧＳ／Ｔ－ＤＭＥ） １式、カテゴリーⅠ精密進入灯火
（福岡空港が提供するサービスの内容に関する情報）
第四条 次に掲げる福岡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
添によるものとし、公表についてはインターネットの利用その他の適切な方法によ
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福岡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福岡空港に関する情報
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
の他の福岡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）
第五条 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（平成２１年３月３１日 福総第９５５号）
この福岡空港供用規程は、平成２１年４月１日から施行する。
附 則（平成２６年２月４日 福総第２９５号）
この福岡空港供用規程は、平成２６年２月４日から施行する。
附 則（平成２６年５月９日 福総第２９５号）
この福岡空港供用規程は、平成２６年５月９日から施行する。
附 則（平成２７年３月６日 福総第２６４号）
この福岡空港供用規程は、平成２７年３月６日から施行する。
附 則（平成２７年６月１０日 福総第６５号）
この福岡空港供用規程は、平成２７年６月１０日から施行する。
附 則（平成２７年１１月１８日 福総第１８１号）
この福岡空港供用規程は、平成２７年１１月１８日から施行する。

附 則（平成３０年１２月１３日 福総第２３３号）
この福岡空港供用規程は、平成３０年１２月２１日から施行する。

別添
福岡空港が提供するサービスの内容
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、以下の項目とする。各項目の
具体的な内容については、インターネットアドレス（URL）が記載されているものについ
ては、その URL を参照すること。
○空港機能施設事業等の営業時間
（１）

航空旅客取扱施設

国内線ターミナルビル

０５：３０～２２：３０

国際線ターミナルビル

０６：００～２１：４０

ただし、各ビルとも最終定期便に遅延があった場合は、この限りではない。
（２）

航空貨物取扱施設

貨物ターミナル地区
（３）

２４時間

航空機給油施設

構内営業の承認を受けた者（福岡給油施設㈱）が営業する施設
（４）

２４時間

駐車場の営業時間

構内営業の承認を受けた者（（一財）空港振興・環境整備支援機構）が営業
する駐車場

２４時間

○福岡空港が提供するサービスに係る施設
（１）案内所

福岡空港案内所 http://www.fuk-ab.co.jp/inquiry_flight.html

（２）観光情報案内所

福岡空港国際観光案内所（国際線ターミナルビル１階）
電話：092-473-2518

FAX：092-437-5105

（３）ＣＩＱ
門司税関福岡空港税関支署

http://www.customs.go.jp/kyotsu/map/moji/fukuoka_ap.htm

福岡入国管理局福岡空港出張所
http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/fukuoka.html
〒812‐0851
ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ内

福岡市博多区大字青木 739 番
電話：092-477-0121

福岡空港国際線旅客

FAX：092-477-7878

福岡検疫所福岡空港検疫所支所 https://www.forth.go.jp/keneki/fukuoka/access-kuko.html
動物検疫所門司支所福岡空港出張所
〒812‐0851
ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ内

福岡市博多区大字青木 739 番
電話：092-477-0080

福岡空港国際線旅客

FAX：092-477-7580

門司植物防疫所福岡空港出張所 http://www.maff.go.jp/pps/j/map/moji/04_05.html/

（４）ラウンジ
http://www.fuk-ab.co.jp/viproom_lounge.html
（５）携帯電話レンタル窓口
http://www.fuk-ab.co.jp/lanservice_net_mobile_rental.html#rental
（６）宅配便・手荷物預かり

http://www.fuk-ab.co.jp/luggage.html

（７）コインロッカー

http://www.fuk-ab.co.jp/luggage.html#coin

（８）銀行／両替所／ＡＴＭ／キャッシュディスペンサー
http://www.fuk-ab.co.jp/bank_edy_insurance.html
（９）有料待合室

http://www.fuk-ab.co.jp/matiai.html

（10）車椅子等の貸出所

福岡空港案内所及び各航空会社カウンターにて受付。

（11）インターネット環境

http://www.fuk-ab.co.jp/lanservice_net_mobile_rental.html

（12）診療所

http://www.fuk-ab.co.jp/aed.html#clinic

（13）授乳室

http://www.fuk-ab.co.jp/jyunyu_wheelchair_-pushchair.html#jyunyu

（14）レンタカー、ホテルの案内所
（15）飲食店、物販店

http://www.fuk-ab.co.jp/hotel_rentacar.html
http://shop.fuk-ab.co.jp/store/

（16）喫煙所

http://www.fuk-ab.co.jp/relaxation.html#kituen

（17）送迎デッキ

http://www.fuk-ab.co.jp/plaza_sougei.html

（18)

海外旅行傷害保険
http://www.fuk-ab.co.jp/bank_edy_insurance.html#hoken

（19）宝くじ売り場 http://www.fuk-ab.co.jp/servise_facilities.html#kuji
（20）自動体外式除細動器(AED)

http://www.fuk-ab.co.jp/aed.html#aed

（21）リラクゼーション
（22）礼 拝 室

http://www.fuk-ab.co.jp/relaxation.html

http://www.fuk-ab.co.jp/servise_facilities.html#reihai

○福岡空港の情報
（１）空港管理者の氏名、住所及び連絡先
国土交通省大阪航空局福岡空港事務所
〒812-0005

福岡市博多区大字上臼井字屋敷２９５

電話：092-621-2221（代）

FAX：092-621-3063

（２）空港機能施設事業者の氏名、住所及び連絡先
航空旅客取扱施設及び航空貨物取扱施設
福岡空港ビルディング株式会社
〒812-0003

福岡市博多区大字下臼井 782 番地の１

福岡空港ターミナルビル別棟
電話：092-623-0515

FAX：092-623-0539

航空機給油施設
福岡給油施設株式会社
〒107-0051

東京都港区赤坂１丁目７番８号

電話：03-3796-6611（代）

ヒルクレスト３７３

FAX：03-3796-6614

（３）空港内駐車場管理者の氏名、住所及び連絡先
（一財）空港振興・環境整備支援機構
〒812-0003

福岡事務所

福岡市博多区下臼井 761

電話：092-611-1500（代）092-611-4200（駐車場）
（４）乗り入れ航空会社

FAX：092-611-6560

http://www.fuk-ab.co.jp/gaiyou.html

（５）路線・ダイヤ（国内線）http://www.fuk-ab.co.jp/network_dom.html
（国際線）http://www.fuk-ab.co.jp/network_int.html
（６）給油施設が提供する燃料の種類
ジェット燃料

ＪＥＴ

Ａ－１

航空ガソリン

ＡＶＧＡＳ１００ＬＬ

車両用燃料

レギュラーガソリン、軽油、灯油

(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４５年３月２４日運輸省告示第７６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１１年３月２
５運輸省告示第１６５号）」を参照するものとする。
http://wwwkt.mlit.go.jp/notice/（国土交通省告示データベースシステム）
（８）旅客取扱施設利用料 http://www.fuk-ab.co.jp/psfc.html
出国者一人当たり

大人

９７０円、小人

４９０円

（９）空港アクセス

http://www.fuk-ab.co.jp/access.html

（10）空港内駐車場

http://www.aeif.or.jp/fukuoka/

（11）福岡空港マップ

http://www.fuk-ab.co.jp/map.html

（12）バリアフリー情報

http://www.fuk-ab.co.jp/taisaku.html

（13）利用者の意向を反映する仕組み
http://www.fuk-ab.co.jp/hanei.html
○その他
（１）炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
食品の給与：非常食 3,600 食、飲料水 500ml×2,064 本
（２）被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
寝具の貸与：毛布 1,000 枚、マット 700 枚
（３）その他地震災害等の緊急時に空港が提供するサービス
緊急避難所: （国内線）ＣＡＢ前タクシープール、立体駐車場横バスプール
（国際線）国際線ターミナル北側保安センター前納品駐車場
国際線ターミナル南側税関支署庁舎前納品駐車場

