
ヘリポート夜間灯火関連資料

2021年7月20日公開版
拝啓 時下ますますご隆昌の段、お喜び申し上げます。

この度は弊社ホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。

おかげさまで弊社も今年11月で創業29年を迎えます。これもひとえに皆様のご支援の賜物と

厚く御礼申し上げます。

今年こそはご訪問して新製品を見て頂けることを楽しみにしておりましたが、全国的にコロナの

感染が再拡大しており、収まりは見えていません。

今年4月より、カタログだけではなく、灯火の展示機と関係資料をお送りして、ゆっくりと見てい

ただく方法をご案内させて頂いており、すでに11の航空隊様及び２社の事業会社様に見て頂きま

した。

さらに7月より展示機を増やし、営業担当が使用している説明用ファイルを整理して、従来お送

りしている資料より詳しい内容まで公開させて頂く事に致しました。

航空法関係は、改めて整理すると見やすいものになりましたので一度ご覧下さい。

新規のご計画や入替の予定が今すぐでない場合でも結構です。一度、資料をご覧頂き、展示機

と併せて、ご導入の検討時期が来た時の参考にして頂けましたら幸いです。

敬 具

本資料は大きく3つに分かれて。

1. 航空法等について

2. 弊社製品のカタログ

3. その他の資料

お詫び

＊航空局のＨＰや弊社のサーバーにリンクするようにしていますが、移動しない場合は

アドレスをコピーして検索して下さい。

＊29年間蓄積した資料を選ぶことが難しく風圧関係の資料のみの添付となり、カタログ中心

となりました事をお詫びいたします。資料は今後も追加、改定する予定です。

まだまだ多くの資料がございますので遠慮なくお問合せ下さい

お問い合わせ 又は hzn00535@nifty.comまでお送り下さい。

展示機貸出のご案内 につきましても是非お問合せ下さい。

ありがとうございました。

有限会社エイチ・エス・リンク http://www.hslink.biz/

http://www.hslink.biz/email/mail/form.html
http://www.hslink.biz/dataimge/1626226405.pdf
http://www.hslink.biz/
http://www.hslink.biz/


1. 航空法等について

夜間灯火の設置根拠等に関するご質問を多く頂きます。

下記に関連する法律や基準を整理しました。

よく頂くご質問 http://www.hslink.biz/dataimge/1626068496.pdf

航空法
昭和二十七年法律第二百三十一号

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC0000000231
（離着陸の場所）

第七十九条 航空機（国土交通省令で定める航空機を除く。）は、陸上にあつて

は空港等以外の場所において、水上にあつては国土交通省令で定める場所にお

いて、離陸し、又は着陸してはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場

合は、この限りでない。 航空法にはこの記載のみです。

航空法施行規則

昭和二十七年運輸省令第五十六号

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327M50000800056
第百七十二条の二 法第七十九条ただし書の許可を受けようとする者は、次

に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 氏名及び住所

二 航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号

三 離陸し、又は着陸する日時及び場所（当該場所の略図を添付すること。）

四 離陸し、又は着陸する理由

五 事故を防止するための措置

六 飛行計画の概要（飛行の目的、日時及び径路を明記すること。）

七 操縦者の氏名及び資格

八 その他参考となる事項

施行規則にもここまでの記載です。申請があった場合の

処理の取り決めが、下記の事務処理基準となります。

地方航空局における場外離着陸許可の事務処理基準

平成31年4月2日 一部改定 国空航第115号

https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/20190417/FS079-04.pdf

夜間灯火関連部分にマーキングをしています。 Ｐ6・20・21・22

http://www.hslink.biz/dataimge/1625641626.pdf

災害時に救援活動を行う航空機に係る許可手続等に関する処理要領細則

（包括許可基準）令和２年３月 26 日 改正（国空航第 3472 号）

https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/20201020/FS079-12-R020326.pdf

夜間灯火関連部分にマーキングをしています。

Ｐ2 下段部分

http://www.hslink.biz/dataimge/1625316806.pdf

http://www.hslink.biz/dataimge/1626068496.pdf
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC0000000231
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC0000000231
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327M50000800056
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327M50000800056
http://www.hslink.biz/dataimge/1625641626.pdf
https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/20190417/FS079-04.pdf
http://www.hslink.biz/dataimge/1625641626.pdf
https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/20201020/FS079-12-R020326.pdf
https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/20201020/FS079-12-R020326.pdf
http://www.hslink.biz/dataimge/1625316806.pdf
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC0000000231
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327M50000800056
https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/20190417/FS079-04.pdf
https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/20201020/FS079-12-R020326.pdf
http://www.hslink.biz/dataimge/1625316806.pdf
http://www.hslink.biz/dataimge/1626068496.pdf
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327M50000800056
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC0000000231
https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/20190417/FS079-04.pdf
https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/20201020/FS079-12-R020326.pdf


HP-場外離着陸許可の事務処理基準 灯火抜粋版（国空航第 115 号）

http://www.hslink.biz/dataimge/1625639967.pdf

国空航第115号より夜間灯火部分を抜粋しています。

Ｐ6・20・21・22

災害時の運航許可基準 イラスト入り

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000021.html

上記アドレスで開けない場合は下のアドレスでお試し下さい。

http://www.hslink.biz/dataimge/1625302407.pdf

国土交通省 告示・通達一覧

最終更新日：2021年6月23日

https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/20190417/FS079-04.pdf

https://www.mlit.go.jp/common/001220962.pdf

上記アドレスで開けない場合は下のアドレスでお試し下さい。

国土交通省 告示・通達一覧

http://www.hslink.biz/dataimge/1625316962.pdf

灯火に関連する項目に黄色でマークしています。

2ページ目に2項目あります。
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2. 弊社製品のカタログ

リンクライトＤＣ 単三乾電池式の灯火です。

HP-総合パンフレット

http://www.hslink.biz/dataimge/1625100310.pdf

弊社の製品を1枚で御覧頂けます。

HP-DCカタログ

http://www.hslink.biz/dataimge/1625066492.pdf

2012年2月販売開始をした灯火です。

HP-リンクライトＤＣセット詳細2021年版

http://www.hslink.biz/dataimge/1625147933.pdf

セット内容によって異なる場合がございます。

HP-DC全体参考写真

http://www.hslink.biz/dataimge/1625644264.pdf

セット内容によって異なる場合がございます。

HP-DC収納状態と重量について

http://www.hslink.biz/dataimge/1625065783.pdf

セット内容によって異なる場合がございます。

HP-ＤＣ説明書類2021.07.04

http://www.hslink.biz/dataimge/1625412376.pdf

特徴を簡単にまとめています。
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リンクライトFlat 単三乾電池式の新型の灯火です。

HP-Flatカタログ

http://www.hslink.biz/dataimge/1625066260.pdf

2020年4月販売開始をした灯火です。

警察・防災・防衛省に納入しています。

HP-リンクライトFlatセット詳細2021年版

http://www.hslink.biz/dataimge/1625148228.pdf

セット内容によって異なる場合がございます。

HP-Flat全体参考写真

http://www.hslink.biz/dataimge/1625644020.pdf

セット内容によって異なる場合がございます。

HP-Flat収納状態と重量について

http://www.hslink.biz/dataimge/1625066001.pdf

セット内容によって異なる場合がございます。

HP-Flat多数機の運用例

http://www.hslink.biz/dataimge/1625063812.pdf

灯火の色を切り替えての特殊な使い方です。

HP-Flat説明書類2021.07.04.

http://www.hslink.biz/dataimge/1627348255.pdf

開発時の課題から性能まで詳細に記載しています。

HP-デモ機のご説明2021.07.04.

http://www.hslink.biz/dataimge/1625399733.pdf

4月からの貸出し時にお渡ししている資料です。

1ページ目をお読み頂くと概要がご理解頂けます。
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その他のカタログ

HP-吹き流し（収納式）

http://www.hslink.biz/dataimge/1617687217.pdf

臨時ヘリポート用の仮設・収納タイプです。

HP-吹き流し（常設式）

http://www.hslink.biz/dataimge/1617688000.pdf

屋上・非公共用・公共用でお使い頂ける製品です。

HP-吹き流しの設置例について

http://www.hslink.biz/dataimge/1591605262.pdf

臨時ヘリポート用の仮設事例です。

HP-ポールスタンドについて

http://www.hslink.biz/dataimge/1590663352.pdf

仮設用スタンドの取り扱い説明書です。

HP-吹き流しの目安について

http://www.hslink.biz/dataimge/1626698865.pdf

吹き流しの動きに関する目安です。

各社、生地や縫製方法によって異なります。

HP-パイロットグローブ

http://www.hslink.biz/dataimge/1617687277.pdf

鹿川製のグローブを安価で販売しています。

スマホでも動く通電糸入りもございます
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3. その他の資料について

HP-飛行場外離着陸場 夜間灯火の申請について

http://www.hslink.biz/dataimge/1625062906.pdf

79条の申請時に添付してい頂ける書類です。

灯火配置図も作成させて頂きます。

HP-2-参考写真集

http://www.hslink.biz/dataimge/1626010937.pdf

耐風圧や視認性のテストを実施した時の写真等を集めました。

HP-ストロボ式位置表示灯について

http://www.hslink.biz/dataimge/1625065004.pdf

飛行場灯台の代替灯火です。

HP-よく頂くご質問について

http://www.hslink.biz/dataimge/1626068496.pdf

一番多く頂くご質問をまとめました。

HP-東京消防庁様風速試験資料

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/hp-gijyutuka/shyohou2/55/55-3.pdf

東京消防庁様が行った貴重なテスト資料です。

ホームページにリンク致します。（東消様承諾済）

HP-ヘリコプターのダウンウォッシュに関する報告書

http://www.hslink.biz/dataimge/1625064633.pdf

ＢＫ１１７・Ｓ７６・ベル412の3機種の資料です。

少し古く、出展元も不明ですが参考になる資料です。
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乾電池について

HP-乾電池比較
http://www.hslink.biz/dataimge/1626732214.pdf

アスキーのＨＰより抜粋しました。リチウム乾電池と

アルカリ乾電池との違いがご覧いただけます。

HP-【レビュー】エナジャイザー リチウム乾電池検証.pdf
https://ad.impress.co.jp/special/schick1104/

カメラを使った性能の比較資料ですが、リチウム乾電
池の性能がご理解頂けるものとして記載しました。

上記アドレスで開けない場合は下記でお試し下さい。
http://www.hslink.biz/dataimge/1625294624.pdf

乾電池は何処でも購入出来ますか？と多くご質問を頂きます。

ビッグカメラ リチウム乾電池

https://www.biccamera.com/bc/item/3108312/

リチウム乾電池は高価ですが、性能を勘案しますと有効な乾電池です。
一般の家電量販店でもご購入頂けます。
弊社では専用推奨乾電池としての販売も行っています。
上記アドレスで開けない場合は下記でお試し下さい。
HP-単3電池 [4本 _リチウム]  エナジャイザー通販  _  ビックカメラ

http://www.hslink.biz/dataimge/1625296040.pdf

エナジャイザー メーカーサイト

https://www.koizumiseiki.jp/energizer/product/product-1260/

御 礼
最後までお読み頂きまして誠にありがとうございました。

お問合せをお待ち致しております。

HP-展示機貸出のご案内

http://www.hslink.biz/dataimge/1626226405.pdf

HP-デモ機のご説明2021.07.04.

http://www.hslink.biz/dataimge/1625399733.pdf

最新の夜間灯火を一度ご覧下さい。

月曜日から土曜日までゆっくりと御覧ください。

送料等は一切頂きません。

お問い合わせ
http://www.hslink.biz/email/mail/form.html

お問合せや希望される資料、情報がございましたら
何なりとメールを頂けましたら幸いです。
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