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有資格者向け エアラインパイロット養成所 
シアトルフライトアカデミー 

入会のごあんない 

PILOT専門進学塾 
シアトルフライトアカデミー 
一般社団法人日本エアマンシップ・操縦士養成機構 



PJ SFAとは？ 
　シアトルフライトアカデミー(SFA)は、2008年12月にスタートした、創立１５年目を迎える、
パイロット養成所です。2022年までに200名を超える合格者（エアライン機長・副操縦士・訓練
生・候補生）を排出しています。また、SFA出身者から、女性機長・女性副操縦士も数名誕生して
いるほか、海上保安庁にも卒業生の女性パイロットが２名います。 

　シアトルフライトアカデミーは、中学生～社会人までが在籍する養成所で、塾や予備校の役割も
あれば、シミュレータや実機を使って訓練を行うこともあります。「SFAは塾なのかフライトス
クールなのか、よく分からない」といった声がありましたため、2017年3月17日、予備校・塾部
門を「PILOT専門進学塾」(PJ)という名称に改め、シアトルフライトアカデミーは、有資格者向け
の、就職支援を行う「エアラインパイロット養成所」として運営しています。 

　SFAには、私大航空操縦在籍者のほか、私大や航空大学校を卒業され、就職活動中の方が通わ
れています。在籍中の方は、大学の先生方や同期の方に対して、SFAで指導を受けていることが分
からないように配慮しており、指導もマンツーマンオンライン形式のためご安心いただけます。 

　SFAは優秀なパイロット訓練生が通うこともあって、ベテランの各分野講師を揃えております。
PJ SFAの卒業生など、現役エアラインパイロットや訓練生の先輩方も教官・講師として、受験指
導を行っており、エアライン各社に紹介できるように戦略的に活動しています。 

　有資格者向けの採用試験は、年々受験倍率が高くなり、自社養成採用並の厳しさの会社もあり
ますが、私共１５年間で培ってきたノウハウを元に、戦略的かつ計画的に準備を進めることで、
エアラインが求める運航乗務員として相応しい人物像に調整し、採用を勝ち取りましょう。 



PJ SFAの主なコース 
　PJ SFAには、学年（年齢）順に、主に以下のコースが用意されています。 

 ライセンシー訓練コース　　（対象：有資格者）　　羽田空港本部・高円寺 

 パイロットコース　　　　　（対象：高校生以上）  オンライン・羽田・中部 

 航空技術職コース　　　　　（対象：高校生以上）  オンライン・羽田・中部 

 WING倶楽部737　　　　  （対象：中学生）　　　オンライン・羽田・他 

 
PJ SFA入会基準・審査 
　PJ SFAは、大手エアラインに通用するパイロットを基軸
とした、エリート養成のため、少人数制で面倒見の良い運
営を行なっています。中学３年生の秋以降、パイロットを
職業選択の候補にされている生徒さま学生さまを対象に、
パイロット適性診断テストを実施しています。 

「本気でパイロットを目指している生徒様」はパイロット
コースに、パイロットも含めて航空技術職（航空管制官・
航空整備士・グランドハンドリングなど）の中から職業選択をしていきたい方は航空技術職コース
（パイロット志望で適性診断テストの評価が低い方も一部含みます）に入塾いただきます。 

　大切にしているのは、心技体のバランスが整っていることです。仮に一つだけズバ抜けていて
も、全体的なバランスが悪ければ、パイロットとしての適性としては見込めないため入会をお断り
することが稀にあります。学科の成績や学歴は一切関係がありません。 



PJ SFAの運営方式について 
　PJ SFAは、社団法人日本エアマンシップ・操
縦士養成機構(JAMBO)が掲げる「優秀な乗員を
養成・確保するための、パイロット掘り起こし
活動」の一環として、JAMBOの指導のもとでフ
ランチャイズ方式で運営されております。 

　各加盟校の代表者および指導者は、JAMBOの
認定を受けた、パイロット養成アドバイザであ
り、パイロット養成に関連する各分野のプロ
フェッショナルの集まりです。 

　パイロットを目指すためには、①正しい新鮮な採用関連情報を共有し研究していること、ま
た、②それに基づいた正しい教育方法を開発し続けること、がポイントとなりますため、各校間
で定期的にミーティングを行い、指導術について情報をシェアするだけでなく、各校所属の生徒
さんの指導状況についても、JAMBOおよびフランチャイズ本部が責任を持ち情報を集約し、高水
準の個別指導体制と、高い合格水準を維持して参ります。 

SFA専門指導について 
　エアラインパイロットを志望する方の
実に1～2％程度しか、パイロットになっ
ていない、という現実があります。でも
それは、パイロットになるための方法を
正しく知らないからであり、学力・学
歴・身体などなど、これらの根本的な問
題が原因であることは稀です。 

　PJSFAに入塾される方は、ごく普通の
方ばかりで、勉強が苦手な方の方が多い
です。実際、エアラインパイロットの多
くが、「若い時は勉強が苦手だった」と
仰るほどです。 

　PJSFAの専門指導は、この1～2％しか成ることができない現実を、70％まで可能性を飛躍的に
上げることが目的です。パイロットの先輩方が講師となって、いつでも悩みに寄り添います。私大
や航空大学校で習うようなことは一切教えません。在籍されている方からも、その点の評価を高
くいただいております。自分の内面をよく知り、何が足りないかを専門家と共に分析し、修正す
ることで、有資格者採用に向けて、ポテンシャルをさらに加速していきます。 



SFA専門指導での具体的な指導内容 
　SFA専門指導の内容は、定期カウンセリング（指導）と、各イベントに分けられます。 
 
１、定期カウンセリング　羽田空港校またはオンラインにて 
　定期カウンセリングは、入塾のタイミングや、最初の受験のタイミングに
よっても変わってきますが、月１～２回程度、羽田校への通塾、またはオン
ラインにて実施いたします。講師は、パイロット養成コンサルタントの冨村
だけでなく、現役エアラインパイロットである教官や、エアライン採用担当
経験者や、航空身体検査専門家など、各プロフェッショナルが担当します。 

心理学的アプローチからの自己分析　パイロット等に相応しい個性を見つけること 
エントリーシートなど添削指導（小論文集中指導は学科指導にて実施） 
グループワーク・夏合宿（PJと合同開催　指導役として任意参加） 
模擬面接指導（会社別　戦略的に実施） 
採用相談 

２、各イベント 
　年間を通して６回ほどイベントが開催されます。は、PJSFA夏合宿や空港見学会
や会社・大学訪問があげられます。体験実習のプロジェクトテーマに合せて、不定
期にて課外活動を実施し、参加実費はその都度徴収させていただきます。 

５月上旬　GWスペ面接集中講座 
６月下旬　福本 正勝先生（航空医学研究センター元検査証明部長）による講演 
８月上旬　PJSFA夏合宿・会社(大学)訪問　以下訪問実績(例) 

日本航空　羽田乗員訓練センター（テクニカルセンタ） 
日本航空　本社・オペレーションコントロールセンター 
全日本空輸　羽田乗員訓練センター 
全日本空輸　羽田オペレーションセンター 
スカイマーク　本社（コロナ禍のためオンライン実施） 
ジェイエア　本社（伊丹空港） 
フジドリームエアラインズ　乗員訓練センター 
崇城大学　空港キャンパス（熊本空港） 
第一工科大学　鹿児島キャンパス 

９月上旬　秋スペ面接直前対策 
試験直前　二次試験対策（小論文・面接・適性） 
３月下旬　年度末グループワーク（合格者祝賀会） 



代表的な教官紹介 

渡邊　英一（わたなべ　えいいち） 

一般社団法人日本エアマンシップ・操縦士養成機構　顧問 
シアトルフライトアカデミー　フライト教官 
日本航空　元機長 
JALエクスプレス　元副社長 

日本航空に入社後、DC-8、B767機長を経て、 
B777の初代機長・乗員部初代部長を務めました。 

日本航空退職後は、日本航空の（当時）筆頭子会社である、 
JALエクスプレス（JEX=現在はJALに合併）の副社長に就任し、 
737機長を務めながら、自社養成パイロットの養成・採用を担当しました。 

 
冨村　英弘（とみむら　ひであき） 

一般社団法人日本エアマンシップ・操縦士養成機構　理事長 
シアトルフライトアカデミー　専門指導教官　SFA創設者 

担当クラス 
• 就活対策　ES添削/小論文/面接指導/適性対策 
• カウンセリング 
• 進路指導/生活指導 
• パイロット適性診断テスト（試験官） 
• 英会話面接/発音指導 
• 地理/地学 
• 各種グループワーク指導 

ほか各分野の専門家集団と現役エアラインパイロット（先輩方）が、指導員として加わります！ 



シアトルフライトアカデミー 入会方法・参加費 
（2022年12月改定） 

　SFAへの入会をご希望の方は、まずパイロット適性診断テストを受験いただき、受講契約書へ
のご記入と、JAMBO入会金・学生会員年会費をお納めいただきますと、入会手続きが完了します。 

えだサポ（学科指導）について 

　PILOT専門進学塾では、自立学習体制を鍛えることの大切さを日頃から生徒さんへお伝えして
います。目標を定めた以上、自分を律して計画性を持って準備ができなければ、周りがいくらサ
ポートしても、訓練生にはなることができても、エアラインパイロットにはなれません。PJ卒業
生である先輩方は、入塾当初こそは苦手であっても、この自立学習を習得していった方々です。通
常の塾や予備校で、必要以上に費用をかけるよりも、テレビCMなど定評の高いatama+を利用し
て、パイロット先輩方から見守られながら、自立学習を確立していくこと。これが「えだサポ」
です。 

　えだサポは、オンラインシステムとなっており、日本全国どこからでもご利用いただけます。オ
ンライン受講・オンライン自習のどちらにもご利用いただけます。 

　基本料金には、オンライン自習室（教室）へのアクセス権が含まれています。PILOT専門進学塾
へ入塾いただいた方は、必須となっています。一方で、オプション料金には、atama+の教材費
と、学科指導カウンセリング費用が含まれています。中学生・高校生・大学受験生は、オプショ
ンが必須となっています。どちらも、クレジットカードにて毎月、自動精算いただけます。なお、
自立学習に不安の大きい方（希望者のみ）に、あくまでも期間限定で専門講師を付けるオプショ
ンプラン（学科指導）もございます。料金・内容は学科指導主任の江田までお尋ねください。 

まずはパイロット適性診断テストに参加しよう！ 
　体験イベント（一日機長セミナー・質問会・パイロット懇親会など）は、 
　JAMBO公式サイト（airman.or.jp）にて告知しております！ 
　パイロットを本格的に目指している方は、パイロット適性診断テストへ！ 
  パイロット適性診断テストは、技量適性付きをご予約ください→→→

倶楽部 費用一覧 金　額 備　考

JAMBO入会金 30,000円 １度きり（SFA入会時）

JAMBO準会員　年会費 10,000円 年１回（８月頃のお支払い）

専門指導料（月額参考） 39,900円 FTD利用無制限(15,500円)を含む

えだサポ基本利用料（月額） 2,900円 クレジットカード精算

えだサポオプション（月額） 7,800円 クレジットカード精算

イベント参加費 都度ご精算 クレジットカード精算



(社)JAMBO PILOT専門進学塾(PJ)・シアトルフライトアカデミー(SFA) 受講料表 2022年12月1日

パイロット相談室
　　　airman.or.jp

サービス名

PJ適性診断テスト（ONLINE）

PJ適性診断テスト（羽田校）

PJ適性診断テ（高円寺技量OP）

PJ適性診断テ（中部身体OP）

基本情報・航空身体相談・その他

PJ航空人個別指導
　　　江田塾オプション

対象学年

中学生

高校生

高校既卒生

大学生

航大受験生など

高校生〜社会人
【小論文 90分】

全12回 ¥50,400

追加4回 ¥16,800

追加6回 ¥25,200

PJ SFA専門指導 対象学年

PJ 中学生 (名称:WING倶楽部)

PJ 高校以上（12〜7月入塾）
１年目 24単位

\29,000/月 (x12)

２年目 12単位

\15,500/月 (x12)

PJ 高校以上（8〜11月入塾）
１年目 18単位

\29,000/月 (x9)

２年目 18単位

\29,000/月 (x9)

PJ 特待生(評価A-以上かつ大学生以上）
１年目 16単位

\29,000/月 (x8)

２年目 12単位

\15,500/月 (x12)

SFA 有資格者（有資格者採用対策）

えだサポ

　ONLINE受講・atama+利用
料金に含まれる内容

◉　Online受講室

◉　Online自習室

◉　atama+オプ　基本１科目

◉　カウンセリング（希望者のみ月1）

基本利用料
(FTD)

オプション
（教官付）

１回分の利用料 ¥7,800

無制限  〃 (30日以内) ¥15,500

入会金
年会費
入会時と毎年8月

備考 議決権

正会員 教官・アドバイザ ¥0 ¥0 　後進育成に寄与することが入会条件 １票

準会員（SFA会員） 訓練生 １票

学生会員 (PJ会員) 中学生〜大学生・社会人

法人会員 賛助する法人・事業者 一口\50,000〜

賛助会員(個人) 賛助する個人 一口\10,000〜

寄付金の納付 パイロット志望者を増やす活動資金として 一口 ¥5,000

●パイロット相談室・えだサポのお支払い ●その他受講料・寄付金などご納付（銀行振込）

　クレジットカードにてお支払い可能です

パイロットや航空業界を

目指す貴方に必要な

基本情報と個別相談を提供

航空身体検査と技量適性は

オプションで受講可能です

公式サイト上で予約決済可能

¥29,000

科目・月額受講料
　　　　　　(1コマ90分/月4回）

サイトでご確認ください

PJ・SFA会員種別・(社)JAMBO会費一覧

時間／備考

春から始まる年24単位の

航空人養成専門シラバス

◉　定期カウンセリング

◉　進路・就職・身体相談

◉　三者面談

◉　面接指導＋ES指導

◉　小論文指導

◉　グループワーク指導

◉　地理・地学指導

◉　夏合宿・会社見学会など

早期段階で必要なステップを着実に進めます！

クラブ活動にて、幅広い興味を育む

シミュレータ(FTD)訓練
BaronG58 Cennsa172S G1000

B737-MAX8

技量適性検査機器

SFAでのFTD訓練 無制限(¥15,500）を含んでこの料金

年24単位の教官付訓練or面接対策も、料金に含まれます

基本利用料

＋

 ¥15,500/回

　自習訓練120分×１回(日)　教官OPは指導付180分

SFA操縦訓練（有資格者）・体験操縦

事業用有資格者   ¥39,900/月 (x12)

PJSFA伝統専門指導は突発的相談も対応で安心！

入塾時に特待生に選ばれると、116,000円もお得に

適性診断テストでA-以上の総合評価を目指そう！

マンツーマン90分相当を1単位として換算

１年分(12,9,8ヶ月)纏めてお支払いです

３年目以降は一律¥15,500/月(x12)となります

備考

えだサポ eda.win

スタッフ常駐したOnline環境と

教材（atama+）を提供します

クレジットカード自動精算

　受講室・自習室は、営業日12〜21時の間ご利用いただけます

　　営業日は、PJ SFAの営業日に準じます。水曜定休・日曜不定休・年末年始休業

　atama+を2科目以上ご希望の方には、江田塾にて

　定期的に週2コマ以上を受講いただくことで増量可能です

時間／備考

備考

備考

受講料

¥39,900 　約7時間（テスト+技量適性検査+結果開示+基本情報）

　約4時間（ONLINEテスト）+後日結果開示(ONLINE90分)

¥64,500 　約7時間（テスト+身体)+後日結果開示(ONLINE90分)

　時間は相談内容により異なります（基本は60〜90分）

【選択科目 - 英語・数学など】

週1コマ           ¥14,800(月額定価)

週2コマ¥29,600→¥28,500(¥1,100off)

週3コマ¥44,400→¥39,300(¥5,100off)

週4コマ¥59,200→¥49,200(¥10,000off)

【選択科目 - 英語・数学など】

週1コマ           ¥16,800（月額定価）

週2コマ¥33,600→¥32,800(¥800off)

週3コマ¥50,400→¥45,400(¥5,000off)

週4コマ¥67,200→¥56,400(¥10,800off)

週5コマ¥84,000→¥62,700(¥20,400off)

¥34,800 　約6時間（テスト+結果開示+基本情報+体験授業）

(社)JAMBO PJ・SFA 受講料・会費 支払窓口
三菱UFJ銀行 駒込支店 (普)0213131　(社)日本エアマンシップ・操縦士養成機構

¥30,000

温かいご支援を賜りますよう謹んでお願い申し上げます。

　入学時パイロット適性診断テスト必須¥10,000

　詳細は(社)JAMBOまで…
なし

受講料

PJ学科指導受講者は受講料無料！

　(交通費や入場料など実費のみ負担)

　※江田塾は個別指導（最大３名　平均２名）です

　※科目は、受験科目や苦手科目をご指定ください

　※自己都合の振替は基本致しかねます

　※割引対象受講料返金では受講済分を定価から算出します

　※授業に必要なネット環境と機器を準備ください

　　<推奨環境と機器> 光回線・PC1台（+タブレット）

　最少でも自習訓練120分×２回を確約します

パイロット等航空業界を目指し

早期に自立学習を定着！

学科講師はベテラン名物講師

江田塾 塾長 江田和正と

パイロット訓練生の先輩が

アナタを合格へと導きます！

偏差値60超で多数の合格実績

奨学金〜大手エアラインへ！

オンライン受講にも対応！

定評ある「atama+」を活用

授業時間外でも演習可能

料金

基本料金 ¥2,900

atama+オプション料金 ¥7,800

かなりお得！

オンライン受講のお知らせ

◉ PILOT専門進学塾はオンライン受講可能！

◉ 全国からエアラインを志す受講生が集います

◉ 専門指導も学科指導も、オンライン受講に対応

◉ オンラインだけでは成長のバランスが悪いため、

定期的に羽田空港校などに集うイベントを開催

◉ 先生方、パイロット先輩方、仲間と共に深く修得

◉ 適切な成長を育み、驚異的確率で採用へ繋げます

お得プラン

特待生合格実績多数

基本プラン
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