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ホーバークラフト
運航事業について



第一交通産業について

1960年5台のタクシーで創業 2004年バス事業を開始
今後も新しい事業に

チャレンジしていきます

1975年不動産事業を開始 2019年海上旅客運送業を開始



なぜ、ホーバークラフトを
導入することになったのか



大分空港アクセス改善の必要性

旧大分ホーバーフェリーは空港利用者減少に合わせて2009年に運休しました。

しかし大分県には温泉を始めとした観光資源があり、2018年度には利用者数200万人を突破

するなど空港利用の需要が増えたことを受けて、大分県庁様は空港アクセスの改善を決定さ

れました。

出典：大分空港利用促進期成会 大分空港・宇宙港将来ビジョン検討部会 第1回資料～大分空港及び大分県の現状等～

2018年度200万人

2009年度150万人



大分空港アクセス改善の必要性

第一交通産業は大分県庁様の

「大分空港を九州一の空港にしたい」

という思いに賛同し運航事業者として手を挙げました。



第一交通が運航事業者として選定された理由

第一マリンサービス株式会社

沖縄県 那覇市⇔名護市⇔本部町を繋ぐ

全長：30.7m 全幅：7.8m 乗客定員：180名

サービス開始時期：2019年

第一交通が立ち上げ設立

⇒沖縄での海上交通が評価された



第一交通が運航事業者として選定された理由

4月29日(金)から500円キャンペーン実施中



ホーバークラフトとは

出典：大分県 地元説明会当日配布資料



運航区間

出典：大分県 地元説明会当日配布資料

運航区間：大分空港～大分市西大分港

海上運航距離：約29km

運航時間：25分～30分

最高速力：45ノット(時速約83km)

大分市

大分空港



発着地

大分空港側ターミナル

大分空港から徒歩で約2分

ターミナル
大分空港

〈イメージパース〉



発着地

大分市側ターミナル

JR 大分駅から車で約10分
ターミナル

大分駅

〈イメージパース〉
かんたん港園



運航方式(予定)

運航時間：空港利用者の利便性を考えて航空便の始発から

最終便までをカバーできるように運航予定

1隻の定員：80名(予定)



社員募集について

ホーバークラフト運航要員

船舶系

第一交通産業株式会社 企画調整室





ホーバークラフト 要目

建造造船所 Griffon Hoverwork Ltd.（Southampton, U.K.） 船型 Griffon OITA-12000TD

航行区域 限定沿海 船主 大分県 船籍 大分市 最大速力 45knots

全長 約26m 全幅 約13m 高さ 約9m 総トン数（推定） 130GT

最大搭載人員 乗組員３名、乗客８０名、バリアフリー仕様（車椅子スペース２か所、バリアフリー座席８席）

主機 2基（1基で浮上ファン2基と推進プロペラ1基を駆動） メーカー MAN Truck & Bus AG（ドイツ）

型式（推定） 水冷4サイクルディーゼル D2862LE124, EPA-Tier3（原型は大型トラック用）

出力（1基あたり） 793kW（1079PS）/ 1800rpm

燃料 EN DIN 590 日本では自動車用軽油（JISK2204） 航続時間 ５時間

STCW訓練 不要 ECDIS 非搭載（GPSプロッター搭載予定） AIS 搭載義務ないが、搭載予定

無線通信設備 搭載義務ないが、国際VHF搭載予定 無線従事者免許 不要



募集職種

ホーバーチームとして
一丸になれる方であれば

操縦士（Hover Driver）

15名程度

工場長（Chief Mechanic）

1名

整備士（Hover Mechanic）

15名程度

新卒・既卒・学歴を問いません



ホーバークラフト 操縦士 (Hover Driver)

業務内容

・操縦（主操縦士、副操縦士）

・夜間見張り員、運航支援作業

・運航管理補助者、船舶管理、船員管理

・接客、広報

・営業、広告、宣伝

・整備補助

・その他 ⇒ 何でも屋

資格

・5級海技士（航海）以上

・普通自動車運転免許

勤務地

・大分市

勤務時間

・大分空港発着航空機の、初便から最終便まで対応する運航体制

となるため、早朝から深夜まで、休日を含むシフト制。

採用時期

・2023年4月、7月、10月

給与

・年俸制 年500万円～

・4級以上と5級での差あり

・固定残業代含む



ホーバークラフト 工場長 (Chief Mechanic)

業務内容

・船体機関整備計画、実施、責任

・工務系の船舶管理システム

・整備関係機関との連絡、対応

・整備、修理作業の実施、責任

・整備場の管理、危険物保安監督者

・整備士の育成、監督、整備士業務

⇒ 工務管理責任者

資格・経験

・危険物乙四、危険物保安監督者

・管理職経験、普通自動車運転

・海技士（機関）、航空整備士、

自動車整備士（ジーゼル）、

勤務地 ・大分市

勤務時間

・整備工場を24時間体制で運用するために、業務上最も便宜な時間

を相談して決定する。

採用時期

・2022年10月から12月

・英国での整備訓練課程に参加

・整備士受入、整備工場立上準備

給与

・月給制 月40万円～



ホーバークラフト 整備士 (Hover Mechanic)

業務内容

・整備修理作業、陸上走路保全作業

・補油、陸電接続

・船体洗浄

・乗下船通路設置作業

・他の陸上業務の補助

・所有資格次第で支援艇乗船可能性あり

⇒ 縁の下の力持ち

望ましい資格

・危険物乙四、海技士（機関）、

自動車整備士（ジーゼル）、

航空整備士、普通自動車運転

勤務地

・大分市（大分空港含む）

勤務時間

・大分空港発着航空機の、初便から最終便まで対応する運航体制

となるため、24時間整備体制で、休日を含むシフト制。

採用時期

・2023年4月、7月、10月

給与

・月給制 月28万円～

・船付長は加算



入社後の教育訓練

第一交通産業グループの企業人として

の社員教育はもちろんですが、職種に

特化した教育訓練を行います。

・入社時の教育・訓練

・年次の教育・訓練

操縦士・整備士共通 入社時と年次

・船舶管理教育 船舶管理システム、保安管理システム

操縦士 操縦技量確認は年次、他の教育は入社時と年次

・操縦訓練（基本訓練、習熟訓練） 修了までは訓練生

・接客教育 社外の接客施設にて研修

・整備教育 船体、機関、整備業務の理解

・運航、船員管理教育 運航管理システム、船員管理システム

・営業部教育 大分県、大分空港、営業業務の理解

・管理部教育 経理、券売システム及び業務の理解

整備士 整備技量確認は年次

・整備訓練 英国での整備訓練課程と同等 修了までは訓練生



使用するのは英国製の最新型ホーバークラフトです。
操船システムとして、Fly By Wire等、航空機に類似
した最新の制御システムが搭載されています。

以前の国産ホーバークラフトとは、設計思想をはじ
め、操船方法や制御方法が異なります。

排水型船舶やジェットフォイル等とは、操船理論も
実際の運動も全く異なります。

操船・整備・運用等の訓練に、ゼロから
取り組める方をお待ちしています。



使用するのは英国製のホーバークラフトです。

つまり、主要機材は外国製ですし、図面、取扱説明書
原本は英語です。
英語を忌避することはできません。

ある程度の英語能力のある方や、取り組
む意欲のある方をお待ちしています。



新会社の社風を作るのが、オープニングスタッフさん

皆様のたくさんのご応募お待ちしております！！



新会社について



採用の流れ

入社時期は2023年4月、7月、10月を予定

選考は随時受け付けます

書類選考 SPI適性検査 面接 内定

エントリーシートのご提出

5/23

ホーバークラフトページに募

集要項とエントリーシートを

掲載

詳細はメールを差し上げます

6月中旬～7月6月上旬に

ご提出いただいたら
7月～8月 9月

面接は1回



ご清聴ありがとうございました。

連絡先:

第一交通産業株式会社 企画調整室

802-8515

福岡県北九州市小倉北区馬借2-6-8

https://www.daiichi-koutsu.co.jp/

https://www.daiichi-koutsu.co.jp/



