福 総 第 ９ ５ ５ 号
平成２１年３月３１日
福岡空港供用規程
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、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
～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出来る。
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 ４６バース（大型航空機用２８バース、中型航空機用４バース、小型航空
機用７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、ＭＭ、ＯＭ） 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
三

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
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
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
この福岡空港供用規程は、平成２３年８月１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
国内線第１ターミナルビル ０５：３０～２２：００
国内線第２ターミナルビル ０５：３０～２２：３０
国内線第３ターミナルビル ０５：３０～２２：３０
国際線ターミナルビル
０６：３０～２１：４０
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 ２４時間
（３）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 ２４時間
（４）駐車場の営業時間
構内営業の承認を受けた者（（財）空港環境整備協会）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）総合案内所
福岡空港案内所 http://www.fuk-ab.co.jp/service/info.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（主な業務内容：在留期間の更新申請手続、再入国申請手続、永住申
請手続、在留資格認定証明書交付申請手続、退去強制手続など）
〒 812 ‐ 0003 福岡市博多区下臼井 778-1 福岡空港国内線第 3 ターミナルビル内
電話：092-623-2400 FAX：092-626-5204
福岡入国管理局福岡空港出張所（主な業務：出入国審査）
〒 812 ‐ 0851 福岡市博多区大字青木 739 番 福岡空港国際線旅客ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ内
電話：092-477-0121 FAX：092-477-7878
福岡検疫所福岡空港検疫所支所
http://www.forth.go.jp/keneki/fukuoka/contents/soumu/syozaichi/otoiawase.html
動物検疫所門司支所福岡空港出張所
〒 812 ‐ 0851 福岡市博多区大字青木 739 番 福岡空港国際線旅客ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ内
電話：092-477-0080 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（有料・無料）
国内線
・福岡空港ビルディング
http://www.fuk-ab.co.jp/service/time.html
・日本航空
http://www.jal.co.jp/dom/lounge/japan/fuk/
・全日本空輸
http://www.ana.co.jp/dom/checkin/signet/dms/fuk/fuk.html
国際線
・日本航空
http://www.jal.co.jp/inter/lounge/japan/fuk/
・全日本空輸 （場所）http://www.ana.co.jp/int/checkin/airport/fuk/index.html
（利用基準）http://www.ana.co.jp/int/checkin/lounge/index.html
・大韓航空
http://www.koreanair.com/local/jp/ld/jpn/aa/wa/jpn_aa_wa.jsp?cityCode=FUK
（５）携帯電話レンタル窓口
http://www.fuk-ab.co.jp/service/rental.html
（６）宅配便・手荷物預かり
http://www.fuk-ab.co.jp/service/cloak.html
（７）コインロッカー
http://www.fuk-ab.co.jp/service/locker.html
（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/service/bank.html
（９）有料待合室
http://www.fuk-ab.co.jp/service/viproom.html
（10）催事場
http://www.fuk-ab.co.jp/service/plaza.html
（11）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。
（12）インターネット環境（有料） http://fat.fuk-ab.co.jp/institution.html#internet
（無線 LAN、無料） http://www.fuk-ab.co.jp/service/lanservice.html
（13）診療所／マッサージ
http://www.fuk-ab.co.jp/service/clinic.html
（14）授乳室
http://www.fuk-ab.co.jp/service/jyunyu.html
（15）レンタカー、ホテルの案内所
福岡空港案内所にて受付。
（16）飲食店、物販店
http://shop.fuk-ab.co.jp/store/index.html
（17）喫煙所
http://www.fuk-ab.co.jp/service/kituen.html
（18）送迎デッキ、展望室
http://www.fuk-ab.co.jp/service/sougei.html
（19）シャワールーム
http://www.fuk-ab.co.jp/service/time.html
（20）航空傷害保険・海外旅行傷害保険
http://www.fuk-ab.co.jp/service/hoken.html
（21）宝くじ売り場
http://www.fuk-ab.co.jp/service/takara.html
（22）自動体外式除細動器（ＡＥＤ）
http://www.fuk-ab.co.jp/service/aed.html
○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
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７７８番地の１（福岡空港第３ターミナルビ
ル３階）

電話：092-623-0515
FAX：092-623-0539
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７７８番地の１
福岡空港第３ターミナルビル３階
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 ヒルクレスト３７３
電話：03-3796-6611（代） FAX：03-3796-6614
（３）空港内駐車場管理者の氏名、住所及び連絡先
（財）空港環境整備協会 福岡事務所
〒 812-0005 福岡市博多区上臼井柳井３４８
電話：092-611-1500（代） FAX：092-611-6560
（４）乗入航空会社
国内線
日本航空
全日本空輸
日本トランスオーシャン航空
スカイマーク
日本エアコミューター
ジェイエア
天草エアライン
オリエンタルエアブリッジ
フジドリームエアラインズ
アイベックスエアラインズ
スターフライヤー
国際線
大韓航空
アシアナ航空
中華航空
エバー航空
キャセイパシフィック航空
中国国際航空
中国南方航空
中国東方航空
シンガポール航空
フィリピン航空
タイ国際航空
ベトナム航空
コンチネンタルミクロネシア航空

エアプサン
香港ドラゴン航空
（５）路線・ダイヤ
http://www.fuk-ab.co.jp/timetable/index.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
ジェット燃料 ＪＥＴ Ｂ（ＪＰ－４）
航空ガソリン ＡＶＧＡＳ１００
車両用燃料
レギュラーガソリン、軽油
灯油
（７）着陸料等
使用料の
料
金
率
準
則
種類
【ジェット機】
ジ ェ ッ ト 機 の 着 陸 １ 回 ご と に 、 左 の (a)
(a)
と(b)の合計額。
25t 以下
950 円/t (a)に つ い て は 、 航 空 機 の 重 量 を そ れ ぞ
26t 以上 100t 以下
1,380 円/t れ左の各級に区分して、順次に各料金率
101t 以上 200t 以下
1,650 円/t を適用し計算して得た合計額。
201t 以上
1,800 円/t
着陸料

(b)
3,400 円×（騒音値－ 83）EPNdB

(b)の 騒 音 値 は 、 離 陸 測 定 点 と 進 入 測 定
点における航空機の騒音値を相加平均し
て得た値（１ EPNdB 未満は１ EPNdB と
する。）。

停留料

保安料

備

考

【その他の航空機】
（6t 以下の航空機） 一律 1,000 円
（7t 以上の航空機）
6t 以下
一律
700 円
7t 以上
590 円/t
【23t 以下の航空機】
3t 以下
一律 810 円
4t 以上 6t 以下
一律 810 円
7t 以上 23t 以下
30 円/t
【24t 以上の航空機】
25t 以下
90 円/t
26 以上 100t 以下
80 円/t
101t 以上
70 円/t
【旅客運送事業の用に供するジェッ
ト機】
有償旅客数
100 円/人
有償貨物量
300 円/t

その他の航空機の着陸１回ごとに、航空
機の重量をそれぞれ左の各級に区分し
て、順次に各料金率を適用し計算して得
た金額の合計額。
停留を開始して３時間を超えた場合に、
航空機の重量をそれぞれ左の区分等に応
じて、料金計算して得た金額の合計額と
し、停留開始から２４時間を超えるごと
に、同額を停留終了までの間、加算する。

離陸した空港において、左の料金率を適
用し、計算して得た金額とする。

航空機の重量は、最大離陸重量を適用する（１ｔ未満は１ｔとする。）。ｔ＝トン。

なお、料金の特例等の詳細については、「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
運輸省告示第１６５号）を参照するものとする。
（８）旅客取扱施設利用料
出国者一人当たり
大人 ９４５円、小人 ４７２円
（９）空港アクセス
http://www.fuk-ab.co.jp/access/index.html
（10）空港内駐車場
http://www.aeif.or.jp/hukuoka/hukuoka.html
（11）福岡空港マップ
http://www.fuk-ab.co.jp/terminal/index.html
（12）バリアフリー情報
http://www.fuk-ab.co.jp/barrierfree/index.html
（13）利用者の意向を反映する仕組み
旅客ターミナルビルにご意見箱を設置。
○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 1,500 食、
飲料水 500ml × 3,000 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 900 枚、マット 500
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：福岡空港駐車
場

