2015 年 9 月 10 日
株式会社エージーピー

ビジネスジェット機のクリーニングサービスを開始します

弊社では、2015 年 2 月より成田空港においてビジネスジェット専用格納庫を用
いた駐機サービスを展開しておりますが、2015 年 9 月 20 日より、新たにビジネ
スジェット機を対象としたクリーニングサービスを開始いたします。
本サービスを開始するにあたり、ビジネスジェット機クリーニングサービスに
おいて豊富な実績を持つ米国ロサンゼルスのビジネスジェット運航管理会社に技
術者を派遣し、トレーニングを経て専門知識及び技術を習得するなど、準備を重
ねて参りました。日本国内において、ビジネスジェット機に特化したクリーニン
グサービスを海外より導入し、本格的に提供するのは他企業において例がなく、
本邦初の試みとなります。
具体的なサービス内容といたしましては、機体外装の洗浄を始めとし、主翼、
尾翼及びエンジンカウル（非塗装部分）の研磨、特殊洗剤を使用した機内の革製
品や木製品のクリーニング等、高クォリティの内外装を保つメニューを豊富に用
意しております。また、クリーニングで使用する洗剤等は、全て米国で使用され
十分実績のある高品質の材料を取り揃え、弊社ならではのきめ細やかで丁寧な仕
上げにより、米国で受けるクリーニングサービスの水準を凌駕する品質を提供い
たしますので、ビジネスジェットのオーナー様に十分ご満足いただけるものと考
えております。
なお、弊社格納庫における駐機サービスを定期でご契約頂けるお客様には、各
種クリーニングを計画的に行っていくプログラムを特別価格でご用意いたします
ので、美しい機体をいつもベストの状態に保つことができ、ご満足いただける状
態で駐機いただけます。
成田国際空港株式会社が進める成田空港でのビジネスジェット受け入れ体制の
整備に積極的に協力しつつ、今後弊社格納庫において整備支援や予備部品・機用
品の保管管理等サービスの提供が可能となるよう環境を整え、増加するビジネス
ジェットの利用ニーズにお応えできるよう努めて参ります。
●本件に関する各種料金、お問い合わせならびにご用命は下記までお願いいたします。

〈お問い合わせ先〉
株式会社プライベートウィングス
電話番号：03-6701-5581

担当：下岡

メール：hshimooka@privatewings.co.jp

※株式会社プライベートウィングスは弊社ビジネスジェット支援事業の営業活動における業務提携企業です。

クリーニングサービスメニュー
メニュー

内容

ウィンドシールドクリーニング

コックピットのウィンドシールドに付着した汚れを拭
き上げ、クリアーな視界を確保します

エクステリアクリーニング

胴体全体を始め、主翼、水平尾翼、垂直尾翼、エンジ
ンカウル、ランディングギア、ホイール、ウィンドシ
ールド、キャビンウィンドウに付着した埃、オイル染
み、害虫を拭き上げ、機体の美観を保ちます

ブライトワーク

レザーシートクリーニング

インテリアクリーニング

主翼、水平尾翼、垂直尾翼、エンジンカウル（非塗装
部分）を研磨して酸化による腐食を除去し、機体表面
の劣化を防ぐと共に輝きを取り戻します
専用オイルにより革製シートに付着したシミや汚れを
除去し、シートベルト及びバックルの拭き上げを行い
本来の艶や輝きを取り戻します
掃除機を使用した機内床面の清掃、専用の洗剤による
キャビンウィンドウや機内木製品の清掃を行い、機内
の衛生環境を保ち快適空間を提供します

September10, 2015
AGP CORPORATION

AGP starts aircraft cleaning service dedicated to Business Aircraft
AGP Corporation has been providing aircraft hangar parking service at
Narita International Airport since February 2015, and we are proud to
announce our whole new Business Aircraft Cleaning Service starting from
September 20th 2015.
We have dispatched our technicians to the Business jet operating company
located in Los Angeles, and acquired professional skills.
We will be the first aircraft cleaning service provider in Japan, dedicated to
Business jets, introducing special way at the highest standard among the
industry.
Our service menu includes aircraft exterior wash, bright work on
leading-edge and engine air intake, and also interior cleaning such as seat
leather and cabinet veneer, utilizing special chemicals imported from U.S.A.
We can commit customer’s satisfaction by our precise high quality job.
We also offer a special priced cosmetic maintenance program for the
customers who signed our long term parking service.
We believe our hangar parking can keep the best condition of aircraft for a
long time and enhance the effectiveness of our cleaning service.
We will actively cooperate and support Narita Airport Authority to improve
Business aircraft operating environment, by providing new service aircraft
maintenance support and parts storage service, to meet customers’
requirements.
For detail information, please contact
Hideto Shimooka
Private Wings Corporation
PH: +81-3-6701-5581
E-mail : hshimooka@privatewings.co.jp
NOTE: Private Wings Corporation is our authorized sales agent for Business
aircraft supporting business.

