
 

２００８年８月２８日 

 

 

国際線貨物便に対する着陸料割引制度の導入について 
 

中部国際空港の貨物便ネットワークは、２００６年夏ダイヤの週５４便をピークに、減便や運休が相次いだ  

結果、現在では週３０便にまで減少しています。こうした状況を地元が一丸となって打開するため中部国際空港

利用促進協議会が推進いただいている『フライ・セントレア・カーゴ』事業では、１２０社の荷主企業がその   

趣旨に賛同を表明いただいておりますが、賛同企業の皆様からは貨物便ネットワークの充実について多くの要望

が寄せられているところであります。 

そのため、当社としましては、地域の皆様のご要望にお応えし貨物便のネットワーク拡充を実現するべく、  

国際線貨物便を対象とした着陸料割引制度を導入することといたしました。今回の割引制度導入により、航空  

会社に対するコスト面でのメリットを打ち出し、国際線貨物便の新規就航、増便等を目指します。 

 

記 

 

１．制度の概要                                  

 ①増量割引 ②深夜早朝増量割引（①の追加措置） 

内 容 貨物便の着陸重量の増量（新規路線、増便、

機材の大型化等）に対する割引 

深夜早朝時間帯（23：00～4：59）に離陸

する貨物便の着陸重量の増量に対する割引 

３０％（２年目は１／２*） ２０％（２年目は１／２*） 割引率 

*）着陸重量の２年目の合計が１年目の合計を下回る場合は適用除外とします。 

着陸重量計算 

の単位 

・夏期及び冬期を単位期間として、単位期間の前年対比において着陸重量を比較します。 

ただし、夏期は４月１日～９月３０日、冬期は１０月１日～翌年３月３１日とします。 

・着陸重量は単位期間における航空会社ごとの総重量で算定します。 

その他 ０８年度冬期以降に着陸重量が増加した分を割引制度の対象とします。 

 

２．適用期間   

２００８年１０月１日～２０１０年９月３０日 

※ 上記期間において、着陸重量の増量があった場合に今回の割引制度を適用します。 

※ ２年目割引の適用期間は２００９年１０月１日～２０１１年９月３０日とします。 

 

【参考】 着陸料について 

 着陸料 1,660円／トン 

      （ジャンボ（Ｂ７４７-４００）（３９５トン）１着陸当たり ６５５，７００円 

ア．増量した場合の着陸料             ４５８，９９０円（30％割引 ①を適用） 

イ．深夜早朝時間帯に増量した場合の着陸料          ３２７，８５０円（50％割引 ①及び②を適用）  

 

３．参考資料 

 ・着陸料割引制度の適用事例について（p2～p5） 

 ・着陸料算定の特例（中部国際空港管理規程 付属書より）(p6～p8) 

以上 
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着陸料割引制度の適用事例について 
 

１ 着陸料割引制度の適用事例 

①増量割引 

 冬期及び夏期の各単位期間における１航空会社あたりの着陸重量の総重量が、前年同期比で増量された場合に、

増量部分に対して３０％の割引を実施します。 

 また、２年目については、１年目の割引に対して５０％の割引を実施します。（ただし、２年目の冬期、夏期の

各単位期間における着陸重量の総重量が、１年目の同期比で減少している場合、２年目の割引は適用除外となり

ます。） 

 

【１年目】 

 

＋１０千トン 
 

 ⇒全体の増量分（１０千トン） ３０％割引

 
 

 

 

 2007年の冬期 2008年の冬期 

 

 

 

【２年目】 

2009年の冬期 

 

＋１０千トン （２年目） 

（１年目） ＋５千トン 
 

 ⇒１年目 全体の増量分（５千トン） ３０％割引

 

2008年の冬期 

 

＋１０千トン  ⇒２年目 全体の増量分（１０千トン）１５％割引 

 

 

 

 

 

 

＋５千トン 
（２年目） 

⇒２年目 全体の増量分（▲５千トン）適用なし

* ２年目の増量割引は、2009年の冬期の着陸重量が2008年

の冬期と比較して減少している場合は適用しません。

全体で増量

していない 

▲５千トン 

 

 

 

 

＋１０千トン 
 

 

 

 

 

 2008年の冬期 2009年の冬期 
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②深夜早朝増量割引（①の追加措置） 

 冬期及び夏期の各単位期間における１航空会社あたりの深夜早朝時間帯での着陸重量の総重量が、前年同期比

で増量された場合に、増量部分に対して２０％の割引を実施します。（ただし、深夜早朝時間帯での増量分は全体

での増量分（①に相当）を上限とします。） 

  

 

 

 

【１年目】 

深夜早朝時間帯 

+１０千トン 

深夜早朝時間帯 

 

2007年の冬期 2008年の冬期 

 

深夜早朝時間帯 

+１０千トン 

深夜早朝時間帯の 

増量分+１０千トン ⇒全体の増量分（２０千トン） ３０％割引 

⇒深夜早朝の増量分（１０千トン）２０％割引

深夜早朝時間帯 

2007年の冬期 2008年の冬期 

全体の増量分+

５千トン 

深夜早朝時間帯 

全体で増量

していない 

深夜早朝時間帯の 

増量分+１０千トン 

深夜早朝時間帯の 

増量分+１０千トン 

深夜早朝時間帯 

+１０千トン 

⇒全体の増量分（５千トン）  ３０％割引 

⇒深夜早朝の増量分（５千トン）２０％割引

* 深夜早朝時間帯の割引対象重量は、全体の増量分を

上限とします。 

全体の増量分 

+２０千トン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⇒全体の増量分（０トン） 適用なし 

 
⇒深夜早朝の増量分（１０千トン） 適用なし

* 深夜早朝時間帯で増量していても、全体が増量してい

なければ割引の対象になりません。 

 

 

 

 
2007年の冬期 2008年の冬期 
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【２年目】 

（①の国際線貨物便増量割引の２年目の適用事例は省略しています） 

 

２年目については、１年目の割引に対して５０％の割引を実施します。（ただし、２年目の冬期、夏期の各単位

期間における着陸重量の総重量または深夜時間帯の着陸重量の総重量が、１年目の同期比で減少している場合、

２年目の割引は適用除外となります。） 

 

2008年の冬期 2009年の冬期 

深夜早朝時間帯 

+１０千トン 

⇒２年目 深夜早朝の増量分（１０千トン） 

１０％割引

⇒１年目 全体の増量分（１０千トン）３０％割引 
+１０千トン 

深夜早朝時間帯 

（+１０千トン）

2008年の冬期 2009年の冬期 

⇒２年目 深夜早朝の増量分（１０千トン） 

適用なし 

* ２年目の増量割引は、2009年の冬期の全体の着陸重量

が 2008 年の冬期と比較して減少している場合は適用し

ません。

⇒１年目 全体の増量分（▲１０千トン）適用なし 

▲１０千トン 

深夜早朝時間帯 

+１０千トン 

深夜早朝時間帯

±０㌧ 

深夜早朝時間帯

±０㌧ 

全体の着陸重量が減

少▲１０千トン 

全体の増量分 

+１０千トン 

深夜早朝時間帯 

（+１０千トン）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

深夜早朝時間帯 ⇒２年目 深夜早朝増量分（▲５千トン） 

適用なし 

* ２年目の増量割引は、2009年の冬期の深夜早朝時間帯

の着陸重量が 2008 年の冬期と比較して減少している場

合は適用しません。

⇒１年目 全体の増量分（１０千トン）３０％割

+１０千トン 

深夜早朝時間帯で減少

▲５千トン 

全体の増量分 

+１０千トン 

深夜早朝時間帯 

▲５千トン

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2008年の冬期 2009年の冬期 
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２ ジャンボ機（Ｂ７４７ ３９５トン）の１着陸当たりの着陸料について 

 

 

32.8 万円 

830 円/㌧ 

45.9 万円 

1,162 円/㌧

20％ 

割引 

①国際線貨物

便増量割引 

 

 

50％ 

割引 

30％ 

割引 
65.6 万円 

1,660 円/㌧ 

①＋② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
②国際線貨物便 

深夜早朝増量割引 
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付属書（第１３条関係） 

 

着 陸 料 算 定 の 特 例 

 

 中部国際空港管理規程（以下「規程」という。）第１３条第１項に規定する着陸料から、着陸料の算定を行う際に計

算の基礎となる重量から割り引くべき重量であって、以下の規定に基づき算出されるもの（以下「算定割引重量」と

いう。単位はトンによるものとし、トン未満は、１トンとして計算する。）に、規程第１３条第２項第１号ア、イまたはウ(ｳ)

に定める額を乗じて得られた額を割り引くこととする。 

 

１．国際線貨物便増量割引 

（単位期間） 

（１）国際線貨物便増量割引の算定割引重量の算定に際し用いる期の単位期間は毎年夏期（4月1日から9月30日

まで）と冬期（10月1日から翌年3月31日まで）と定める。 

 

（割引の対象） 

（２）国際線貨物便増量割引の対象となる航空機は、中部国際空港に着陸した国際航空に従事する航空機で、国

際航空運送事業者（航空法（昭和27年法律第231号）第100条第1項又は同法第129条第1項の許可を受けた者と

する。以下同じ。）が、他人の需要に応じ、中部国際空港と本邦外の地点との間に路線（（これと接続して運航さ

れる本邦内の各地間における路線を含む。）以下、「路線」という。）を定めて一定の日時により有償でもっぱら

貨物を運送する（以下、「定期の貨物航空運送事業」という。）航空機とする。 

 

（算定割引重量） 

（３）（２）に規定する航空機の 大離陸重量の単位期間における国際航空運送事業者ごとの合計（以下「国際線単

位期間累計重量」という。）が、2008年の冬期と2007年の冬期とを比較して増加した国際航空運送事業者につい

ては、2008年の冬期における国際線単位期間累計重量から2007年の冬期における国際線単位期間累計重量

を控除した重量（以下、「控除重量」という。）に、３０％を乗じた重量を、2008年の冬期における算定割引重量と

する。 

 

（適用期間） 

（４）（３）の規定の適用期間は、2008年10月1日から2010年9月30日までとし、2009年の夏期と2008年の夏期、2009

年の冬期と2008年の冬期又は2010年の夏期と2009年の夏期を比較して増加した国際航空運送事業者につい

て準用する。この場合において、「2008年の冬期」又は「2007年の冬期」とあるのはそれぞれ、「2009年の夏期」

若しくは「2008年の夏期」、「2009年の冬期」若しくは「2008年の冬期」又は「2010年の夏期」若しくは「2009年の夏

期」に読み替えるものとする。 

 

（算定割引重量への加算） 

（５）（３）の規定に基づき割引の適用を受けた国際航空運送事業者について、（３）及び（４）の規定に基づき算定し

た、その国際航空運送事業者の2009年の冬期における算定割引重量に、（３）の規定に基づき算定した2008年

の冬期における当該国際航空運送事業者の算定割引重量に５０％を乗じた重量を加算する。 

 

（加算の適用除外） 

（６）（５）の規定は、2009年の冬期における国際線単位期間累計重量と2008年の冬期における国際線単位期間累

計重量とを比較して、減少した国際航空運送事業者について適用しない。但し、当該国際航空運送事業者の

運航状況に特別の事情があると認められる場合は（５）の規定を適用することができる。 

 

（加算の適用期間） 

（７）（５）及び（６）の規定の適用期間は、2009年10月1日から2011年9月30日までとし、2010年の夏期、2010年の冬

期及び2011年の夏期における算定割引重量の算出について準用する。この場合において、「2009年の冬期」
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又は「2008年の冬期」とあるのはそれぞれ、「2010年の夏期」若しくは「2009年の夏期」、「2010年の冬期」若しく

は「2009年の冬期」又は「2011年の夏期」若しくは「2010年の夏期」に読み替えるものとする。 

 

（国際線単位累計重量の特則） 

（８）2007年10月2日から2008年9月30日までの間に、以下のａ．、ｂ．及びｃ．のいずれかに該当する国際航空運送

事業者については、その運送を開始した日にかかわらず、2007年10月1日に運送を開始したものとみなして、

当該国際航空運送事業者の国際線単位期間累計重量を算定する。 

ａ．定期の貨物航空運送事業を新規に開始した場合 

ｂ．すでに、定期の貨物航空運送事業を行っているものの他、新たに路線を定めて当該事業を開始した場合 

ｃ．定期の貨物航空運送事業を行っている路線において、その運航回数及び、又は航空機の 大離陸重量を

増加させた場合 

 

（日数の補正） 

（９）（３）から（８）までの規定に基づき算定割引重量を算定するに際して、一の単位期間の日数とこれと比較すべ

き単位期間の日数に差がある場合は、必要な補正を行う。 

 

 

２．国際線貨物便深夜早朝増量割引 

 （割引の対象） 

（１）国際線貨物便深夜早朝増量割引の対象となる航空機は、１．（２）に規定する航空機とする。 

 

 （算定割引重量への加算） 

（２）（１）に規定する航空機のうち、深夜早朝時間帯（日本標準時23時00分から同翌4時59分まで）に離陸した航空

機（離陸時刻は国土交通省大阪航空局中部空港事務所において記録されたＡＴD（実際離陸時刻・日本標準

時）とする。）の 大離陸重量の単位期間における当該国際航空運送事業者ごとの合計（以下「国際線単位期

間深夜早朝累計重量」という。）が、2008年の冬期と2007年の冬期とを比較して増加した国際航空運送事業者に

ついては、2008年の冬期における国際線単位期間深夜早朝累計重量から2007年の冬期における国際線単位

期間深夜早朝累計重量を控除した重量に、２０％を乗じた重量（以下、「算定割引加算重量」という。）を、１．国

際線貨物便増量割引の（３）、（４）、（８）及び(９)の規定に基づき算定した2008年の冬期における算定割引重量

に加算する。 

但し、2008年の冬期における国際線単位期間深夜早朝割引累計重量から2007年の同期における同重量を

控除した重量が、１．の控除重量を超える場合、その控除重量に２０％を乗じた重量を2008年の冬期における算

定割引加算重量とする。 

 

 （加算の適用除外） 

（３）（２）の規定は、2008年の冬期における国際線単位期間累計重量と2007年の冬期における国際線単位累計重

量とを比較して、増加していない国際航空運送事業者について適用しない。 

 

 （加算の適用期間） 

（４）（２）の規定の適用期間は、2008年10月1日から2010年9月30日までとし、2009年の夏期と2008年の夏期、2009

年の冬期と2008年の冬期又は2010年の夏期と2009年の夏期を比較して増加した国際航空運送事業者につい

て準用する。この場合において、「2008年の冬期」又は「2007年の冬期」とあるのはそれぞれ、「2009年の夏期」

若しくは「2008年の夏期」、「2009年の冬期」若しくは「2008年の冬期」又は「2010年の夏期」若しくは「2009年の夏

期」に読み替えるものとする。 

 

 （加算の適用除外の適用期間） 

（５）（３）の規定は、2009年の夏期と2008年の夏期、2009年の冬期と2008年の冬期、2010年の夏期と2009年の夏期

を比較して、国際線単位期間累計重量が増加していない国際航空運送事業者について準用する。この場合に

7 



おいて、「2008年の冬期」又は「2007年の冬期」とあるのはそれぞれ、「2009年の夏期」若しくは「2008年の夏期」、

「2009年の冬期」若しくは「2008年の冬期」又は「2010年の夏期」若しくは「2009年の夏期」に読み替えるものとす

る。 

 

 （算定割引重量への追加的加算） 

（６）（２）及び（３）の規定に基づき割引の適用を受けた国際航空運送事業者について、（２）及び（４）の規定に基づ

き算定したその国際航空運送事業者の2009年の冬期における算定割引加算重量に、（２）及び（３）の規定に基

づき算定した2008年の冬期における当該国際航空運送事業者の算定割引加算重量に５０％を乗じた重量を加

算する。 

 

 （追加的加算の適用除外） 

（７）（６）の規定は、１．国際線貨物便増量割引の（５）及び（７）の規定が適用されない場合又は、2009年の冬期に

おける国際線単位期間深夜早朝累計重量と2008年の冬期における国際線単位期間深夜早朝累計重量とを比

較して、減少した国際航空運送事業者について適用しない。但し、当該国際航空運送事業者の運航状況に特

別の事情があると認められる場合は（６）の規定を適用することができる。 

 

 （追加的加算の適用期間） 

（８）（６）及び（７）の規定の適用期間は、2009年10月1日から2011年9月30日までとし、2010年の夏期、2010年の冬

期及び2011年の夏期における算定割引重量の算出について準用する。この場合において、「2009年の冬期」

又は「2008年の冬期」とあるのはそれぞれ、「2010年の夏期」若しくは「2009年の夏期」、「2010年の冬期」若しく

は「2009年の冬期」又は「2011年の夏期」若しくは「2010年の夏期」に読み替えるものとする。 

 

 （国際線単位期間深夜早朝累計重量の特則） 

（９）2007年10月2日から2008年9月30日までの間に、以下のａ．、ｂ．及びｃ．のいずれかに該当する国際航空運送

事業者については、その運送を開始した日にかかわらず、2007年10月1日に運送を開始したものとみなして、

当該国際航空運送事業者の国際線単位期間深夜早朝累計重量を算定する。 

ａ．定期の貨物航空運送を新規に開始した場合 

ｂ．すでに、定期の貨物航空運送を行っているものの他、新たに路線を定めて当該事業を開始した場合 

ｃ．定期の貨物航空運送事業を行っている路線において、その運航回数及び、又は航空機の 大離陸重量を

増加させた場合 

 

 （日数の補正） 

(１０)（２）から（９）までの規定に基づき算定割引加算重量を算定するに際して、一の単位期間の日数とこれと比較

すべき単位期間の日数に差がある場合は、必要な補正を行う。 
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