平成２１年７月２８日
森ビル株式会社
森ビルシティエアサービス株式会社

都心唯一の民間へリコプターサービス

『成田エアラインコネクションサービス』

9 月 16 日（水）開始

〜成田空港を都心に、東京を世界に近づける〜
森ビル株式会社ならびに森ビルシティエアサービス株式会社（森ビル 100％子会社／代表取締役社長 進 和
久）は、都心（アークヒルズ／赤坂）と成田国際空港間をヘリコプターとハイヤーで迅速に結ぶ『成田エア
ラインコネクションサービス』を 2009 年 9 月 16 日より開始予定(*)です。
■『成田エアラインコネクションサービス』概要
サービス区間
所要時間

自宅、会社、ホテル等⇔＜アークヒルズヘリポート（赤坂）＞
⇔＜成田(佐倉)へリポート＞⇔成田国際空港
約 30 分（ヘリコプター15 分＋ハイヤー15 分）
※アークヒルズへリポート-成田国際空港間

サービススケジュール

1 日最大 22 回（赤坂⇒成田 12 回、成田⇒赤坂 10 回）

事業開始

2009 年 9 月 16 日（水）

予約受付開始

2009 年 8 月 17 日（月）
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ機 片道 50,000 円、往復 90,000 円（税込）／人

ご利用基本料金
キャンペーン料金
（2009 年 12 月末まで）

エルメス機 片道 75,000 円、往復 135,000 円（税込）／人
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ機 片道 38,000 円、往復 70,000 円（税込）／人
エルメス機 片道 57,000 円、往復 105,000 円（税込）／人

本サービスにより、成田空港から東京都心部へのアクセスが向上、世界との距離を縮め、世界を駆け回るビジ
ネスエグゼクティブに、東京での快適な滞在環境を提供します。森ビルグループはこの事業を通じて、次代の
ための新しい機能や価値、ライフスタイルを創造し、グローバルビジネスの拠点としての国際都市・東京の魅
力向上並びに日本の活力向上に貢献してまいります。
(*)本サービスは現在、ヘリコプター運航会社であるエクセル航空㈱より国土交通省東京航空局へ申請中であり、許認可後の開始となります。

■サービスの特徴
①都心で唯一の民間旅客利用が可能なアークヒルズヘリポート
赤坂・六本木エリアは霞ヶ関官庁街に近く、各国大使館、外資系企業のオフィス、ホテルや商業施設など
が多数集積する国際性溢れるエリアです。本サービスは、そのようなグローバルビジネスの拠点に、更な
る利便性をもたらします。
②アークヒルズ（赤坂）−成田国際空港間を最短の約 30 分で移動
成田国際空港から都心までは鉄道で 60 分以上、車では平均 75 分以上かかりますが、本サービスにより、
大幅な時間短縮が可能となります。アークヒルズヘリポート（赤坂）から 15 分で成田（佐倉）へリポー
トに到着後、ハイヤーで 15 分で成田空港に到着します。ヘリコプターの運航はエクセル航空株式会社、
まんざき

ハイヤーの運行は、松崎交通株式会社、日本交通株式会社、株式会社日の丸リムジンを予定しています。
③1 日最大 22 回、エアライン離発着へコネクトするサービススケジュール

（表１）

各エアラインの主要フライトに沿ったサービススケジュールのため、移動の際の待ち時間を短縮できます。
多忙なビジネスシーンに新たなゆとりと可能性を提供する多頻度チャーターサービスです。
④高い安全性、高性能のヘリコプターで安全・快適に移動
就航するユーロコプター社製 EC135 は、高い安全性、高性能、低騒音のため、ドクターヘリ、警察ヘリ
など多用途に使用されています。また、日本初お目見えの EC135 エルメスエディションは、明るく広い
空間と上品なカーフレザーの座席が特徴で、快適なひとときをお過ごしいただけます。
⑤ご自宅、会社、ホテルへの送迎ハイヤーサービスでらくらく移動
お客様のご指定先とアークヒルズ（赤坂）間をハイヤーで送迎いたします。港区、千代田区、中央区、渋
谷区の都心 4 区と新宿区の一部ホテルは基本料金内でご利用になれます。また、悪天候等によるヘリコプ
ター欠航の場合は、ハイヤーによる代替輸送サービスを提供いたします。
※ エリアにより料金、サービス内容は異なります。
表１

多頻度チャーターサービススケジュール(予定)
エルメス機を予定
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11:30以降のご要望にもお応えいたします。
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ユーロコプターEC135 エルメスエディション

※上記発着時刻については
あくまでも目安です。
※予約のお客様がいない場合には、
原則フライトいたしません。

アークヒルズへリポート

■ サービス概要
サービス名称

成田エアラインコネクションサービス

所要時間

自宅、会社、ホテル等⇔＜アークヒルズヘリポート（赤坂）＞⇔
＜成田(佐倉)へリポート＞⇔成田国際空港
約 30 分（ヘリコプター15 分＋ハイヤー15 分）

サービススケジュール

1 日最大 22 回（赤坂⇒成田 12 回、成田⇒赤坂 10 回）

事業開始

2009 年 9 月 16 日（水）

予約受付開始

2009 年 8 月 17 日（月）

ご利用基本料金

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ機 片道 50,000 円、往復 90,000 円（税込）／人
エルメス機 片道 75,000 円、往復 135,000 円（税込）／人

サービス区間

キャンペーン料金
（2009 年 12 月末まで）
施設

※アークヒルズへリポート-成田国際空港間

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ機 片道 38,000 円、往復 70,000 円（税込）／人
エルメス機 片道 57,000 円、往復 105,000 円（税込）／人
・アークヒルズヘリポート（港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル屋上）
・成田（佐倉）へリポート（千葉県佐倉市高崎 938-1）

使用機体

ＥＣ１３５エルメスエディション 他

座席数

４〜５名

ヘリコプター運航会社

エクセル航空株式会社 http://www.excel-air.com/index2.html

ハイヤー運行会社

松崎交通株式会社、日本交通株式会社、株式会社日の丸リムジン（予定）

■ 会社概要

会社名

森ビルシティエアサービス株式会社
東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー

所在地

※2009 年 9 月初旬に下記に移転予定
東京都港区赤坂 1-12-32 アークヒルズアーク森ビル 37 階

代表取締役社長

進 和久

設立年月日

2009 年 1 月 30 日

資本金

2 億円

事業内容

ヘリポートの運営およびヘリコプターチャーターによる旅行業
（東京都知事登録旅行業第 2-6163 号）

■ お客様予約・問い合わせ窓口

ご予約、お問合せ
（9:00〜18:00）

森ビルシティエアサービスホームページより
（http://www.mori.co.jp/mcas/ja/）
TEL：0120-889-436

＜取材に関するお問合せ先＞
森ビル株式会社 広報室 野村、森澤
TEL:03-6406-6606 FAX:03-6406-9306 E-mail:koho@mori.co.jp

