富山空港が提供するサービスの内容
（平成 30 年 4 月 1 日現在）
○空港機能施設等の営業時間
・旅客取扱施設：６：００～２１：３０
・貨物取扱施設：全日本空輸
６：００～２１：３０
・給 油 施 設 ：６：００～２１：３０
・駐 車 場 ：６：００～２２：００
○空港が提供するサービスに係る施設
・各施設配置図
１階
http://www.toyama-airport.co.jp/facility/index.html
２階
http://www.toyama-airport.co.jp/facility/floor2f.html
・ＣＩＱ
入国管理：法務省名古屋入国管理局富山出張所
税
関：財務省大阪税関伏木税関支署富山空港出張所
検
疫：厚生労働省新潟検疫所富山空港出張所
植物防疫：農林水産省名古屋植物防疫所伏木富山支所富山空港分室
動物検疫：農林水産省動物検疫所中部空港支所富山空港事務所
・主要施設（営業時間 ６： ００～２１：３０）
案内所（国内線・国際線 ２ヶ所）
ATM／International ATM（１階国内線側 各１台）
喫煙所（国内線２ヶ所、国際線２ヶ所）
展望デッキ（国内線３～４階：無料）
コインロッカー（１階中央）
救護室（国内線３階）
授乳室（国内線２階・国際線２階）
キッズコーナー（国内線２階搭乗待合室）
車椅子、ベビーカーの貸し出し所（国内線案内所）
インターネット環境
（コイン式インターネット ２階中央２台、公衆無線ＬＡＮ）
国際電話（公衆電話対応）
マッサージサービス提供施設
（コイン式マッサージチェア ２階中央３台、国内線２階搭乗待合室２台）

モノレール券売機（国内線２階搭乗待合室）
ＡＥＤ（国内線２台、国際線１台）
・富山空港内おすすめの店
営業時間、お問い合わせ先等
http://www.toyama-airport.co.jp/category/shop_all
廻転 とやま鮨（１階）
AIRPORT KITCHEN（２階）
麺家「いろは」（２階）
廣貫堂（２階）
直営売店「まいどは屋」、喫茶 Wing（２階）
ANA FESTA（国内線２階搭乗待合室）
免税売店（国際線２階搭乗待合室）
・インフォメーション（その他の利用案内）
ラウンジ「らいちょう」（２階中央）
多目的ホール（２階中央）
有料待合室（２階国内線側）
有料会議室（１階国際線側）
レセプションルーム（多目的会議室）（３階国際線側）
レンタカー案内所
施設使用料金についてのご案内
http://www.toyama-airport.co.jp/facility/lounge.html
http://www.toyama-airport.co.jp/pay_room/index.html
○空港の情報
・空港管理者 富山県（富山空港管理事務所）
所在地
富山市秋ヶ島 30
電話番号

076-495-3055

・旅客取扱施設
富山空港ターミナルビル株式会社
所在地
富山市秋ヶ島 30
電話番号
076-495-3101

・貨物取扱施設
富山空港ターミナルビル株式会社
所在地
富山市秋ヶ島 30
電話番号
076-495-3101
・給油施設
株式会社東亜メンテナンス富山空港給油所
所在地
富山市新保６
電話番号
076-495-3095
・駐車場管理者 富山県（富山空港管理事務所）
所在地
電話番号

富山市秋ヶ島 30
076-495-3055

○乗入れ航空会社（定期便）
全日本空輸（ＡＮＡ）
エアソウル（ＡＳＶ）
中国南方航空（ＣＳＮ）
中国東方航空（ＣＥＳ）
チャイナエアライン（ＣＡＬ）
○路線・ダイヤ
http://www.toyama-airport.jp
○給油施設が提供する燃料の種類等
燃料の種類 ＪＥＴ Ａ－１
給油の方式 フューラー方式
○着陸料等
ア
着陸料
ⅰ ターボジェット発動機を装備する航空機
航空機の着陸１回ごとに次に掲げる額
＜重量＞
最大離陸重量が 25ｔ以下
1,100 円／ｔ
最大離陸重量が 25ｔを超え 100ｔ以下
27,500 円+1,500 円／ｔ（25t を超える部分）
最大離陸重量が 100ｔを超え 200ｔ以下
140,000 円+1,700 円／ｔ（100t を超える部分）
最大離陸重量が 200ｔ超

310,000 円＋1,800 円／ｔ（200t を超える部分）
＜騒音値＞
(離陸測定点と進入測定点における航空機の騒音値の相加平均値－83)
×3,400 円
ⅱ その他の航空機
航空機の着陸１回ごとに次に掲げる額
・最大離陸重量が６ｔ以下の航空機
1,000 円
・最大離陸重量が６ｔを超える航空機
700 円＋590 円／ｔ（6t を超える部分）
イ
停留料
停留した時から 24 時間までごとに次に掲げる額
（６時間未満の場合は徴収しない。）
３ｔ以下
810 円
３ｔを超え６ｔ以 下
1,620 円
６ｔを超え 23ｔ以下
1,620 円＋30 円／ｔ(６ｔを超える部分)
23ｔを超え 25ｔ以下
2,070 円＋90 円／ｔ(23ｔを超える部分)
25ｔを超え 100ｔ以下
2,250 円＋80 円／ｔ(25t を超える部分)
100ｔ超
8,250 円＋70 円／ｔ(100t を超える部分)
ウ

※

減免措置
有償で旅客又は貨物の輸送を行う航空機
国内線 着陸料の６／１０を減免
国際線 着陸料の１／２を減免
着陸料等の特例の詳細については、富山県富山空港条例（昭和 38 年 8 月
1 日富山県条例第 19 号）及び同施行規則（昭和 38 年 8 月 10 日富山県規
則第 37 号）を参照のこと。

○旅客取扱施設利用料
富山空港ターミナルビル株式会社へお問い合わせ下さい。
○空港アクセス
http://www.toyama-airport.jp/access
○駐車場
http://www.toyama-airport.jp/access/parking

内訳

乗用車

１，６９１台

（有料１２６台、無料１，５４５ 台、無料（30 分以内 迎え用
等）１９台）
タクシー
２２台
バス
９台
有料駐車場料金事前精算機２台 （ターミナルビル１階内・外）
○空港マップ
http://www.toyama-airport.jp/facilities/floor-guide
○バリアフリー情報
ア
イ
ウ

身体障害者用駐車場 １２台分（無料）
身体障害者用トイレ 国内線 ７ヶ所、国際線６ヶ所
エレベーター 国内線２機、国際線２機

○備蓄物資の情報
ア 毛布 １００枚
イ 折りたたみ式担架 １台
ウ 携帯ミニトイレ ３０個
エ 携帯大便用トイレ ３０個
オ ラジオ付懐中電灯 ３台
カ ミネラルウォーター （５００ｍｌ）

２４０本

○利用者の意向を反映する仕組み
ア 案内所及びビル内に設置の「お客様の声」によるご意見の受付
イ 富山空港管理事務所又は富山空港ターミナルビル株式会社への電話連
絡による受付
ウ 富山きときと空港ホームページ掲載問合せ先への電話連絡・メールによ
る受付
エ 富山空港ターミナルビルホームページのご意見・ご感想受付

