
仙台空港供用規程 

 

 

仙台国際空港株式会社は、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律

（以下「民活空港運営法」という。）第８条２項において準用する空港法（昭和三十一年

法律第八十号）第十二条第一項の規定、国土交通省航空局と仙台国際空港株式会社とが平

成２７年１２月１日付で締結した「仙台空港特定運営事業等公共施設等運営権実施契約」

（以下「実施契約」という。）、及びこれを構成する「仙台空港特定運営事業等要求水準

書 Ⅱ－２．仙台空港供用規程に関する要求水準」（以下「要求水準書」という。）に定

めるところに従い、仙台空港供用規程を次のとおり定める。 

 

（運用時間等） 

第一条 空港の運用時間は、１４.５時間（７：３０〜２２：００）とする。但し、定期便

の遅延、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る場合にあ

っては、空港の運用時間を変更することがある。 

 

（仙台空港の概要） 

第二条 滑走路の本数（長さ×幅） 

一 Ａ 滑走路 １，２００ｍ×４５ｍ 

二 Ｂ 滑走路 ３，０００ｍ×４５ｍ 

 

２ 単車輪荷重 

一 Ａ 滑走路 ８ｔ 

二 Ｂ 滑走路 ４３ｔ 

 

３ エプロン（バース数及びその内訳） 

Ａ 滑走路側 ３２バース(小型固定翼２３・回転翼用２・共用７) 

Ｂ 滑走路側 １４バース(大型航空機用３、中型航空機用３、小型航空機用８） 

 

４ ILS 施設の有無、数、運用カテゴリー 

一 A 滑走路 無 

二 B 滑走路 有 １式 ＣＡＴ（カテゴリー）-Ⅰ 精密進入灯火 

 

（空港が提供するサービスの内容に関する情報） 

第三条 次に掲げる仙台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、別に定

め、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。なお、その

内容は常に正確かつ最新の内容に保つように努める。 

一 総合案内所、観光情報センターその他の仙台空港が提供するサービスに係る施設に



関する情報 

二 国管理空港運営権者の氏名、住所及び連絡先その他の仙台空港に関する情報 

三 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

の仙台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の内容） 

第四条 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、次に

掲げるもののほか、空港管理規則（昭和二十七年運輸省令第四十四号）に準じて仙台国

際空港株式会社が定めた仙台空港管理規則の定めるところによる。 

一 正当な理由がなく、刃物、棒、小型無人機（重要施設の周辺地域の上空における小

型無人機等の飛行の禁止に関する法律（平成二十八年法律第九号）第二条第三項に規

定する小型無人機をいう。以下同じ。）その他の使用方法により他者に危害を加える

又は混乱を招くおそれのある物を持ち込んではならない。 

二 仙台国際空港株式会社の承認を受けないで小型無人機を飛行させてはならない。 

 

 

（附則） 

この仙台空港供用規程は、２０１６年７月１日から施行する。 

２０１６年１０月 １日（改正） 

２０１７年 ４月 １日（改正） 

２０１８年 ８月１７日（改正） 

２０１８年１０月２８日（改正） 

 ２０１９年１１月１２日（改正） 

 ２０２０年 ９月２３日（改正） 

 ２０２１年 ７月 １日（改正） 

 

 

（附則２） 

 当社は、宮城県と名取市及び岩沼市との間において２０２１年２月１０日付で合意され

た覚書により、この仙台空港供用規程第一条に定める空港の運用時間について、午後１１

時を超える時間帯又は午前５時より前の時間帯を含めて設定する場合、以下を規定するも

のとする。 

 

緊急又はやむを得ない状況にある航空機を除き、午後１１時から翌午前５時までの

間（但し、運用時間内に限る。）、１夜間当たりの離着陸回数は最大２回までとす

る。 

「緊急又はやむを得ない状況」とは、次の場合に限られる。 

（a）異常事態に遭遇した航空機 

（b）乗務員又は乗客に異常事態が発生した場合 



（c）捜索救難業務等に従事する航空機 

（d）台風避難その他の理由により離着陸が真に避けられない場合 

（e）公的機関からの要請があった場合 

（f）運航者の事由に拠らず遅延した航空機 

 

 

【以下余白】 

  



仙台空港が提供するサービス 

 

仙台空港が提供するサービスは次のとおりとします。 

 

１ 空港機能施設事業等の営業時間 

（１） 旅客取扱施設 仙台国際空港株式会社 

６時１０分から２２時 

（２） 貨物取扱施設 仙台国際空港株式会社 

８時３０分から１７時 

（３） 給油取扱施設 株式会社パシフィック 

６時３０分から２２時 

 

 

２ 駐車場の営業時間 

仙台国際空港株式会社 ２４時間 

 

 

３ その他空港が提供するサービスの内容 

（１） インフォメーション 

https://www.sendai-airport.co.jp/service/info_center/ 

 

（２） 観光案内所 

  みちのく観光案内 

https://www.sendai-airport.co.jp/service/michinoku/ 

 

（３） CIQ（有：ターミナルビル東側１階（官庁事務所）） 

 

（４） ラウンジ（無料） 

  みちのくラウンジ by PRONTO 

 https://www.sendai-airport.co.jp/guide/pronto/ 

 

（５） ラウンジ（有料） 

ビジネスラウンジ「EAST SIDE」 

 https://www.sendai-airport.co.jp/service/business-lounge/  

 

（６） 国際通信 

  ①Wi-Fiルーターレンタルサービス（グローバルWiFi） 

       https://www.sendai-airport.co.jp/service/wifi-rental/ 
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  ②SIMカード受渡し機（ＷＡｍａｚｉｎｇ） 

https://www.sendai-airport.co.jp/tw/service/sim-card_wamazing/ 

(繁体字のみ) 

 

（７） 宅配便/コインロッカー 

①宅配サービス（ヤマト運輸） 

https://www.sendai-airport.co.jp/service/yamato/  

 

②コインロッカー 

https://www.sendai-airport.co.jp/service/coin-locker/ 

 

（８） 銀行/両替所/ATM/キャッシュディスペンサー 

https://www.sendai-airport.co.jp/service/bank/  

 

（９） 貸会議室/多目的ホール 

有料待合室 

https://www.sendai-airport.co.jp/service/waiting-room/  

 

（１０）車椅子等の貸し出し所 

https://www.sendai-airport.co.jp/service/wheelchair/  

 

（１１） インターネット環境 

①無料Wi-Fi接続サービス 

https://www.sendai-airport.co.jp/service/wifi/ 

 

②コイン式PC（インターネット） 

https://www.sendai-airport.co.jp/service/internet/ 

 

③ビジネスラウンジ設置PC（※場所等は、３-（５）参照） 

 

（１２）授乳室 

https://www.sendai-airport.co.jp/service/nursing-room/ 

 

（１３）レンタカー案内所 

https://www.sendai-airport.co.jp/access/rentacar/  
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（１４）飲食店/物販店 

①飲食店 

https://www.sendai-airport.co.jp/guide/ 

 

②物販店等 

https://www.sendai-airport.co.jp/guide-shop/  

                  

（１５）喫煙所 

   ①館内共用部設置 喫煙所 

https://www.sendai-airport.co.jp/service/smoking-area/ 

 

     ②みちのくラウンジ by PRONTO 内喫煙所（場所等は、４ 参照） 

       ※PRONTOご利用以外のお客様もご利用いただけます。 

 

（１６）展望デッキ 

https://www.sendai-airport.co.jp/guide/smile-terrace/ 

 

（１７）リラクゼーション施設 

   ① ボディケア・リフレ・ネイルサロン（enDuce Leaf） 

    https://www.sendai-airport.co.jp/service/relaxation/ 

 

②コイン式マッサージ機 

https://www.sendai-airport.co.jp/service/massage/ 

 

（１８）空港が提供するその他のサービスに係る施設 

①旅行会社カウンター 

https://www.sendai-airport.co.jp/service/travel/ 

 

②ランナーサポートスペース（有料） 

    ランナーズポート 

https://www.sendai-airport.co.jp/service/runners-port/ 

 

   ③サイクリストサポートスペース（無料） 

    サイクリングポート（輪行箱対応ロッカーのみ有料） 

    https://www.sendai-airport.co.jp/service/cyclingport/ 

 

④更衣室 

https://www.sendai-airport.co.jp/service/changing-room/  
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⑤携帯電話充電コーナー 

https://www.sendai-airport.co.jp/service/charger/  

 

⑥AED 

https://www.sendai-airport.co.jp/service/aed/ 

 

 

４ 空港の情報 

（１）国管理空港運営権者の氏名、住所及び連絡先 

仙台国際空港株式会社 

宮城県名取市下増田字南原 

０２２－３８３－４３０１ 

 

（２） 空港機能施設事業者等の氏名、住所及び連絡先 

①旅客取扱施設 仙台国際空港株式会社 

宮城県名取市下増田字南原 

https://www.sendai-airport.co.jp/ 

 

②貨物取扱施設 仙台国際空港株式会社 

宮城県名取市下増田字南原 

 

③給油取扱施設 株式会社パシフィック 

宮城県岩沼市下野郷字北長沼４ 

０２２３－２２－４４２４ 

http://www.k-pac.co.jp 

 

（３） 駐車場管理者の氏名、住所及び連絡先 

仙台国際空港株式会社 

宮城県名取市下増田字南原 

https://www.sendai-airport.co.jp/ 

 

（４） 乗入れ航空会社 

https://www.sendai-airport.co.jp/contact-list/ 

 

（５） 路線・ダイヤ 

・国内線 

https://www.sendai-airport.co.jp/flight/  
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・国際線 

https://www.sendai-airport.co.jp/flight/intl/  

 

（６） 給油施設が提供する燃料の種類 

ＪＥＴ Ａ－１、ＡＶＧＡＳ 

 

（７） 着陸料・停留料・保安料 

仙台空港 空港管理規則 第11条2項参照 

なお、着陸料の特例等については、仙台空港 空港管理規則 付属書 着陸料算定

の特例を参照してください。 

 

（８） 旅客サービス施設使用料等 

https://www.sendai-airport.co.jp/flight/psfc-pssc/ 

 

（９） 空港アクセス（鉄道） 

https://www.senat.co.jp/ 

 

（１０）駐車場 

  https://www.sendai-airport.co.jp/access/parking/ 

 

（１１）空港マップ 

https://www.sendai-airport.co.jp/floormap/ 

 

（１２）バリアフリー情報 

https://www.sendai-airport.co.jp/barrier-free/ 

 

（１３）利用者の意向を反映する仕組み 

①館内５ヵ所に投書箱を設置 

【設置箇所】 

・ターミナルビル２階 国内線側 

・ターミナルビル２階 国際線側 

・ターミナルビル２階 国内線搭乗待合室内 

・ターミナルビル２階 国際線搭乗待合室内 

・ターミナルビル３階 国内線側 

 

（１４）空港に関するその他の情報（航空会社等電話番号案内） 

https://www.sendai-airport.co.jp/contact-list/ 
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５ その他 

・地震災害等の緊急時に空港が提供するサービス 

（１） 収容施設の供与 

旅客ターミナルビル有料待合室（３階） 

 

（２） 炊き出しその他による食品の供与及び飲料水の供給 

食品の供与：非常食コーンライス（α米）６，０００食 

飲料水の供給：飲料水５００ｍｌ×６，０００本 

 

（３） 被服、寝具その他生活必需品の供与又は貸与 

災害等対応用毛布 １，２００枚 

 

（４） その他 

緊急地震速報システム 

 

 

【以下余白】 


