セントレアのオリジナルキャラクター
「セントレアフレンズ」。
「なぞの旅人フー」を中心に、
空にまつわる楽しいキャラクターが
お客様をお迎えします。
Centrair's original characters
“Centrair Friends”

Fun characters related to the sky
who welcome travelers.

"Fu, the Mysterious Traveler ”
is the main character.

Chubu Centrair International Airport

〒479 - 8701 愛知県常滑市セントレア1-1
T E L .0 5 6 9 - 3 8 -7 7 7 7（代表）
東京事務所 〒101- 0 045 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目4番地
oak神田鍛冶町7階

TEL.03 -3509 -1845（代表）

h t t p s : / / w w w . c entrai r. jp/
2021.9.1現在

To the
next future

さあ。次の未来へ。

皆様に愛され、活用される空港へ。

An airport for everyone

人も企業もグローバルに大きく動く時代。つながりあうことで、
人は可能性を拡げ、企業はビジネスを成長させることができます。
お客さまのために、セントレアは安全・安心、そしてサービスを究極まで追求します。
そしてその先へ。私たちは空港の枠を超えて進化してゆきます。

Individuals and businesses today work on a global scale, growing their networks,
broadening their horizons and expanding their activities.

To serve our customers, we strive for ever-higher performance, building on Centrair's
record of world-class safety, security, and customer service.
We will make Centrair into much more than just an airport.
We will exceed expectations in every way.

セントレアは7年連続
「The Worldʼs Best Regional Airport」を受賞
“The World’ s Best Regional Airport” for �th consecutive years
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空港島面積

スポット数

Airport island area 5 8 0 ha

81スポット

Aircraft parking stands 81 spots

11 万 2 千回

Annual aircraft movements 112, 000 movements

7,800 台

滑走路

国内外 就 航 都 市

年間航空旅客数

名古屋までのアクセス

580 ha

年間発着回数

※2020年1月現在

*As of January ����

1本

*As of ����

※ 2 0 2 0 年 1月現 在

1 Runway 3 ,5 0 0 m long 6 0 m wide

International Flight Destinations 61 cities

1,260 万人

空 港 運用時 間

国内・国 際 年 間 取扱貨物量

年間来場者数

Annual Cargo Volume (International and Domestic)

Annual visitors 14, 760, 000 visitors

24 時間

Opening hours of the airport

幅

Parking lots

7,8 0 0 lots

（ミュースカイ利用時）

Time to Nagoya 2 8 minutes

*As of ����

（By Limited Express Train）

※2019年度

1,476 万人

※２０19年度

19 万トン

24 hours

※２０2 1 年8月現在

28 分

Annual passengers 12, 600, 000 passengers

*As of January ����

駐車場

*As of August ����

※2019年度

61 都市

長さ

3,500 m 60 m

※2019年度

*As of ����

190,000 tons
*As of ����

�

�

�

�

�

�

�

�
�

��
��

セントレアの名 前の由来
「セントレア」
という名前は一般公募から選ばれた愛称で、英
語で中部地方を意味する
「ｃｅｎ
ｔ
ｒ
ａ
ｌ
（セントラル）
」
と空港を意
味する
「ａ
ｉ
ｒ
ｐｏ
ｒ
ｔ
（エアポート）
」
を組み合わせて作られました。

The origin of "Centrair"

Main facilities in the airport island

The word “Centrair” is a portmanteau of the words

“central” from Central Japan Region and “airport” chosen
from a public survey.

空港島内主要施設
�
�
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第１ターミナルビル（P11-12）

Terminal � (P��-��)

海上アクセスターミナル

High Speed Boat Terminal

�
�

第２ターミナルビル（P15-16）

Terminal � (P��-��)

貨物地区（P９-１０）

Cargo Area (P�-��)

�
�

FLIGHT OF DREAMS（P17）
FLIGHT OF DREAMS (P17)

ビジネスジェット格納庫
Business Jet Hangar

�

愛知県国際展示場

Aichi Sky Expo (Aichi International Convention & Exhibition Center)

�� ドリームリフター・オペレーションズ・センター
Dreamlifter Operation Center

�

中部国際空港駅

Central Japan International Airport Station

�� 給油施設

�

ホテル群
Hotels

Fuel Supply Center
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Flight Network

国内外に広がるネットワーク

中部から世界へ、世界から中部へ
日本の真ん中から世界をつないでいます。

※2020年1月時点

�� domestic daily ﬂights, �� cities
*As of January ����

中部地域は日本の真ん中に位置することから、
日本各地主要都市まで移動が大変便利です。

●札幌

●女満別

●旭川

●函館

●秋田

●仙台

●新潟

●成田

…貨物便就航都市

●羽田

●松山

●福岡

●大分

…旅客・貨物便就航都市

●宮崎

●長崎

●熊本

●鹿児島

●那覇

●石垣

●宮古

…旅客便就航都市

Passenger destinations

From Central Japan to the world, from the world to Central Japan

国内線 毎日90便 19都 市

Central Japan's location in the middle of Japan is
very convenient for traveling throughout Japan.

Sapporo
Akita

Cargo destinations

we connect the center of Japan to the world.

Haneda

Passenger and cargo destinations

Miyazaki
Naha

Memanbetsu

Asahikawa

Sendai

Hakodate

Niigata

Matsuyama

Narita

Fukuoka

Nagasaki

Oita

Kumamoto

Ishigaki

Kagoshima

Miyako

Central Japan’s Potential

中部地域のポテンシャル

※中部地域：愛知県、岐阜県、三重県、長野県、静岡県、滋賀県、福井県、石川県、富山県

*Central Japan Regions encompasses the prefectures of Aichi, Gifu, Mie, Nagano, Shizuoka, Shiga, Fukui, Ishikawa and Toyama

2027年には東京ー名古屋でリニアが開通予定。

国 際 線 週4８6便 ４２都市

Central Japan well located in between Tokyo and Osaka,
is the gateway that connects the top industrial areas in Japan with the world.
With the Tokyo-Nagoya Maglev train "Linear" opening in ���� Central Japan will be even more convenient.

※2021年9月時点

��� international weekly ﬂights, �� cities
*As of September ����

ヨーロッパ方面

中国・香港・台湾方面

韓国方面

貨物

2都市9便

27都市302便

2都市59便

9都市週28便

●フランクフルト

●北京

●ヘルシンキ

●広州

Europe

� cities � ﬂights
Frankfurt
Helsinki

China/Taiwan/Hong Kong
�� cities ��� ﬂights

Middle East

●長春

●済南

●上海

●ソウル

●西安

●青島

●南京

●煙台

●太原

●蘭州

●プサン

●寧波

●香港

●台北

●高雄

●深圳

●無錫

●武漢

●杭州

●ウルムチ

●温州

●南通

Xian

Chengdu

Ningbo

Changsha

中東方面

●大連

Guangzhou

●長沙

Wuhan

Qingdao

Dalian

Nanjing

Hong Kong

Hangzhou

Taipei

Urumqi

Changchun

●アブダビ

●バンコク

� cities �� ﬂights

●マニラ

Taiyuan

Kaohsiung

Shenzhen

Wenzhou

Shanghai

Lanzhou

●セブ
Cebu

Hanoi

Ho Chi Minh City

●ホーチミンシティ

●シンガポール
Singapore

●ジャカルタ
Jakarta

Busan

Cincinnati

●ソウル
Seoul

北米方面

North America

●デトロイト

� city � ﬂights
Detroit

2005年に姉妹空港を提携したミュンヘン空港をはじめ、
海外5空港と結んでいます。
Connecting with world airports

Starting with Munich Airport in ����, we have a
Airport exhibition space for Centrair's sister airports
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total of � Memorandums of Understanding with
international airports.

2,138

日本総人口
約17％

万人

出典：総務省統計局「都道府県，
男女別人口及び
人口性比−総人口，
日本人人口」
（2019年10月１日現在）

Around ��% of the
total population
of Japan

Population of ��,���,��� people

Shenzhen

"Prefectures, population by gender and ratio-total population,

●深圳
●台北
Taipei

Source: Statistics Bureau, Ministry of Internal Aﬀairs and Communications,
Japanese population" (as of October �, ����)

中部地域のGDP

103

San Francisco
Los Angeles

姉妹・友好空港

Sister Airports

●2005年ミュンヘン空港（ドイツ）

���� Munich International Airport (Germany)

●2017年台中国際空港（台湾）

���� Taichung International Airport (Taiwan)

●2017年ペインフィールド国際空港（アメリカ）

���� Paine Field Airport (North America)

●2018年シアトル・タコマ空港（アメリカ）

���� Seattle-Tacoma International Airport (North America)

●2019年ダナン国際空港（ベトナム）

���� Danang International Airport (Vietnam)

105

兆円

出典：経済産業省「令和2年工業統計表」
（2020年度）

日本全国の
約33％
It accounts for
more than ��%
of Japan

Industrial product shipments in Central Japan
��� trillion yen
Source: Ministry of Economy, Trade and Industry
“���� Industrial Statistics Table” (FY����)

About ��% of Japan
(comparable to
the Netherlands)

兆円

Central Japan GDP ��� trillions of yen

Source: Institute of Economic and Social Research, Cabinet Oﬃce,
FY���� Gross Domestic Product / International Comparison
(� dollar = ���.� yen conversion)
�

中部地域の
製造品出荷額

日本の約18％

（オランダに匹敵）

出典：内閣府経済社会総合研究所
2018年度県内総生産/国際比較
（1ドル＝110.3円換算）

●サンフランシスコ
●ロサンゼルス

Honolulu

人口

Narita

●成田

セントレアと世界の空港とのつながり

セントレアと姉妹・友好空港提携を結ぶ空港の展示スペース

●シンシナティ

●グアム

●ホノルル

●香港

Shanghai

1都市4便

Guam

� cities �� ﬂights

●上海

2都市26便
� cities �� ﬂights

Air Cargo

Hong Kong

Nantong

Beach Resorts

Manila

Seoul

Wuxi

ビーチリゾート方面

Bangkok

●ハノイ

Jinan

Yantai

Southeast Asia

7都市79便

Abu Dhabi

Shenyang

東南アジア方面

1都市7便
� city � ﬂights

� cities, �� ﬂights

●瀋陽

Tianjin

●成都

Korea

●天津

Beijing

Chubu Centrair International Airport

Chubu Centrair International Airport

中部地域は、
日本におけるものづくりの中心地であり、東京・大阪にも好アクセス。

アメリカ
中国
日本
ドイツ
イギリス
フランス
イタリア
韓国
カナダ
オーストラリア
スペイン
メキシコ
中部地域
オランダ
トルコ
スイス
ポーランド
スウェーデン

����

�����

�����

�����

United States

10億ドル

billion dollar

China

Japan

Germany

United Kingdom
France
Italy

Korea

Canada

Australia
Spain

Mexico

Central Japan
Netherlands
Turkey

Switzerland
Poland

Sweden

中部 地 域のG D Pは
オランダやトルコを
上 回る額となっています。
The GDP of the
Central Japan region
exceeds Netherlands
and Turkey.
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Attractive Destination

見る人を魅了する絶景の数々

Creating Alliances
セントレアとより多くの都市とのネットワークをひろげるために、

地域一丸となった国際線誘致

トップセールスや見本市など直接出向いて国際線の利用促進につながる取り組みを行っています。

In order to expand our international network, we are visiting diﬀerent trade fairs to promote the use of international ﬂights.

中部地域には、四季折々の日本を感じる、
日本の魅力が凝縮された観光資源が満載です。
Feel every season of Japan in Central Japan fantastic tourist destinations

フライセントレア
海外へのご出張やご旅行の際、
セントレア発着の国際線直行便を優先的にご利用していただ
くことを、企業や旅行会社を中心に働きかけている取り組みです。

Fly Centrair

� 上高地

This promotional campaign encourages local companies

Kamikochi

and travel agencies to prioritize the use of direct

� 松本城

international ﬂights to and from Centrair when traveling

Matsumoto Castle

� 白川郷

Shirakawago

overseas for leisure or business.

� 高山

Takayama

� 金沢兼六園
Kanazawa
Kenrokuen
Garden

●富山

石川●

�

Toyama

Ishikawa

●福井

�

Initiatives to expand our ﬂight network

Nagano

Gifu

Fukui

●滋賀

In order to promote the attractiveness of the Central Japan region and its great touristic
potential we are conducting direct visits to the airlines headquarters and destination

●静岡

Shiga

cities.

Shizuoka

●愛知

Chubu Centrair International Airport

Mie

� 富士山
� 伊勢神宮
Ise Shrine

Mount Fuji

�

�

Inspiring travel

様々な施策で国内線の需要喚起

就航エアラインや地域と連携して、枠にとらわれないキャンペーンで国内線の需要を掘り起こしています。

Chubu Centrair International Airport

Aichi

●三重

中部地域全体の魅力や潜在需要の大きさなどをPRすべく、航空会社の本社や、就航
都市を直接訪問するエアポートセールスも、数多く行っています。

●長野

●岐阜

路線ネットワーク拡充への取り組み

We are rising the interest in domestic travel through innovative campaigns in cooperation with airlines and neighboring regions.

日帰りヒコーキ
日本の真ん中にあるセントレアからは、飛行機を使った国内
14都市への日帰り旅行が可能です。セントレアでは、平日に
日帰り旅行をされるお客様を対象に駐車場を無料にするなど
様々な施策を行い、
日帰り旅行を促進してきました。

�

�

昇龍道について
中部北陸の9県は、能登半島の形が龍の頭の形に似ており、龍が
昇っていく様子を思い起こさせることから、同地域の観光エリアを
「昇
龍道エリア」
と名付けています。自然、歴史文化など魅力的な観光ス
ポットやおいしい食材などに恵まれ、観光資源が凝縮されています。

昇龍道プロジェクト
昇龍道エリアへのインバウンドを推進するために、中部運輸局、北陸信
越運輸局、中部広域観光推進協議会が立ち上げたプロジェクトです。
セントレアを含めた2151団体（2019年２月現在）
で、海外へのプロ
モーションを行っています。
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Day trip airplane project

There are �� domestic cities that can be visited as a one day

�

trip from Centrair, for this reason we promote the use of
airplanes for one day trips through diﬀerent campaigns

What is Shoryudo?

such as free parking for weekday travelers among others.

Shoryudo refers to the area of nine prefectures in Central Japan and

Hokuriku Region. The shape of these areas resembles a rising dragon

which has earned it the name of “Shoryudo” or Dragon-rising Region.
The area is blessed with beautiful natural sights, cultural sites, and a
delicious regional cuisine.

Shoryudo Project

A collaboration project between the Chubu Transportation Bureau,

自治体とともに行う取り組み
自治体と一緒になってセントレアをより知っていただ
けるような取り組みや、就航地域の観光地も盛り上
げるようなキャンペーンを実施し、国内線ネットワー
クの拡充を進めています。

the Hokuriku Shin-etsu Transportation Bureau and the Chubu Regional

Working with local governments

���� participating organizations including Centrair (as of February

domestic network by implementing initiatives and

Tourism Promotion Council to attract tourism to the Shoryudo area.
����) are promoting overseas.

Along with local governments, we are expanding our
campaigns to publicize the airport and promote
local tourist destinations.
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Connecting Industries

Excellent environment for air cargo

国内外の産業を支える物流拠点

航空貨物の拠点として、優れた環境を整備
駐機場⇔国際貨物上屋⇔トラック待機場を近接して配置することでスムー
ズで効率的な貨物搬入・搭載を可能にしています。

庇
（エアサイド10ｍ）

フライ・セントレア・カーゴとは、
パートナー企業の皆様に、
中部国

発生を防止しています。

の向上」
などプラスのスパイラルを生み出すことを目指します。

and unloading can be avoided thanks to the canopies that can cover from
airside to landside.

from Chubu Centrair International Airport. With this
initiative we aim to attract new routes in order to
expand our network.

地域の名産品もセントレアから世界へ

セントレアを拠点とした航空部品のSea and Air 輸送

中部地域には、花き・果物・水産品・ブランド牛など世界に誇る農産物が数多

中部地域は、航空宇宙産業が集積し、世界中へ航空機部品が供給されて

くあり、
セントレアから世界へ運ばれています。

います。特に、
ボーイング７８７型機は35%の部位が中部地域で製造されて

There are many world-class agricultural products such as ﬂowers, fruits,

います。工場で製造された主翼や胴体は、
セントレアまで船で海上輸送され、

marine products, and branded cattle in Central Japan that are being

セントレアから専用の航空機「ドリームリフター」
でアメリカの組み立て工場へ

transported from Centrair to the world.

輸送されています。
このようなボーイングとのつながりから、
ボーイング７８７初
号機を展示したFLIGHT OF DREAMSがあります。
（P17）
を参照。

The only integrated customs in a Japanese airport
日本の空港で唯一の総合保税地域
総合保税地域とは、保税状態のまま、外国から到着した貨物の保管、流通
加工、展示などの各種機能を総合的に活用できる地域です。
これにより、税

海外

Overseas

国内

Japan

B

外国部品

C

国内部品

Overseas
component

Domestic
component

Boeing ��� aircraft's parts are manufactured in this region. The main

wings and fuselage are manufactured at the factories and transported by

sea to Centrair where they are placed inside a "Dreamlifter" cargo aircraft
and transported to the American assembly plant.

FLIGHT OF DREAMS, which exhibits the ﬁrst ever Boeing ���, was born
thanks to this connection with the Boeing company. (P��).

大型貨物輸送路

Transportation route for large cargo

An integrated customs is an area where various functions such as storage,
distribution processing, and exhibition of cargo arriving from abroad can
be done while maintaining the bonded state. This makes it possible to

simplify customs procedures, reduce customs duties, and reduce domestic

Enables export of processed goods without import clearance
総合保税地域

Overseas
component

parts are supplied to all over the world. As an example, a ��% of the

consumption taxes.

関への手続きの簡素化、関税・国内消費税の削減につながります。

A

The aerospace industry is concentrated in Central Japan where aircraft

Chubu Centrair International Airport

Sea and air transportation

外国部品

Truck Waiting Area

At Chubu Centrair International Airport, damage to cargo during loading

Local specialties from Centrair to the world

輸入通関を経ることなく完成品を輸出可能

トラック待機場

International Cargo Warehouse

ランドサイド・エアサイドに大型庇を設置し、雨濡れ等の貨物のダメージ

動を通じて、新規路線誘致につなげ、
「 路線の拡大」
「 利便性

庇
（ランドサイド20ｍ）

Canopy（Landside ��ｍ）

国際貨物上屋

Apron

Fly Centrair Cargo フライ・セントレア・カーゴ
際空港発着便の優先利用を行っていただく活動です。
この活

Chubu Centrair International Airport

loading and unloading.

Depth of warehouse（��ｍ）

駐機場

companies agree to prioritize the use of ﬂights to and

The three are placed close together, enabling smooth and eﬃcient cargo

上層建家奥行き
（50ｍ）

Canopy（Airside ��ｍ）

Fly Centrair Cargo is an initiative in which partner

Parking area ⇔ International cargo shed ⇔ Truck waiting area

海外

Integrated customs area

完成品輸出

保税加工
組み立て
梱包

完成品

Completed
product

Export completed
product

超大型貨物輸送路
（ボーイング787輸送道路）
Transportation route
for very large cargo

（Boeing��� transport route）

陸上輸送の場合

In case of land transportation

輸入通関

Import clearance
Processing,Assembly,Packing in bond

Overseas

国内

Japan

海上輸送の場合

In case of sea transportation

03
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Continuous Innovation

Terminal 1

快適な空の旅を支える最先端技術

快適な空の旅を実現するために国際線保安検査場に先進的な機器を導入し、FAST TRAVELを推進しています。

Centrair is promoting Fast Travel through the introduction of advanced equipment into international security screening area to create
a faster and more comfortable experience for travelers.

誰もが使いやすいユニバーサルデザインに基づいた、快適でにぎわいのあるターミナル

A comfortable and lively terminal based on the idea of universal design, a building accessible to all people.

Universal Design
出発と到着の分離・国際線と国内線が同一ターミナル

歩行距離を短く設計したターミナルビル

国際線と国内線が同一ターミナルにあり、
出発は３階、到着は２階と分かりや

ターミナルビルをT字型にすることで、分かりやすく、
チェックインカウン

すい設計です。階を移動するだけで乗り継ぎができ、便利なターミナルです。

ターからどの搭乗口にも移動距離が短くなる配置になっています。

International and domestic on
same terminal, arrivals and
departures divided

Terminal building designed
with short walking distance

セントレアならではの空港体験

滑走路まで300ｍの距離で迫力ある飛行機の離着陸の様子をお楽しみいただけます。

You can enjoy the powerful takeoﬀ and landing of an airplane at a distance of ���m to the runway.

By making the terminal building

Easy to navigate, the international and

T-shaped, the travel distance from

domestic ﬂights share the same

Chubu Centrair International Airport

Chubu Centrair International Airport

分かりやすく誰もが使いやすい

Unique Experience

the check-in counter to any

terminal, with the departures located

boarding gate was shortened.

on �rd ﬂoor and arrivals on �nd.

Connecting ﬂight are can conveniently
made by simple going up one ﬂoor.

風（フー）の湯

スカイデッキ
Sky Deck

第1ターミナル

第2ターミナル

Terminal �

Terminal �

FLIGHT
OF
DREAMS

Fu no Yu Bathhouse

Local Gastronomy

アクセスプラザ
Access Plaza

定番の名古屋めしも第1ターミナルでお召し上がりいただけます。
Enjoy the regional Nagoya meal at Terminal �.

アクセスプラザ
Access Plaza

出発の方

中部国際空港駅

Departure route

4F スカイタウン

Central Japan International
Airport railway station

到着の方

Arrival route
Aichi Sky Expo Parking

愛知県国際展示場 駐車場

�F Sky Town

3F出発フロア
高速船乗り場

High-speed Boat Station

愛知県国際展示場

駐車場
Parking

Aichi Sky Expo

空港バス・タクシー

Airport buses and taxis

移動を快適にする様々な工夫
駅と出発・到着階を結ぶ通路は、ゆるやかなスロープになっており、
ターミナル全体を段差のない構造にしています。
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名古屋めしを空港で味わう

スカイデッキ
Sky Deck

�F Departures

2F到着フロア
�F Arrivals

Other barrier free characteristics

The passage between the station and the departure/arrival ﬂoors has a
gentle slope as the entire terminal is structured without steps.

ひつまぶし

Hitsumabushi (Grilled Eel on Ric)

エビフライ

Fried Shrimp

味噌煮込みうどん

Misonikomi Udon (Noodle in Miso Broth)
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Memorable Experience

空港で忘れられない体験を

�

セントレア盆踊り

Centrair Bon Dance

※2020年・2021年は開催見送り

空港にいながらヨーロッパへの小旅行を味わえるマーケット。ベルギーのクリスマスマー
ケットで饗されるスイーツやホットワイン、北欧フィンランドのクリスマス雑貨など本場さな

This yearly event, held since ���� in our ���m observation deck, attracts

がらの雰囲気をお楽しみいただけます。

Japanese dances.

market with goods and food from Belgium, Finland and other European

空港物産展

Local product fairs

国内の就航都市や中部地域の特産品を取り扱う物産展を開催。現地の銘菓、
スイー
Fairs that showcase the specialties from Central Japan region and

diﬀerent domestic destinations. Confectioneries, sweets, miso, Japanese
liquors, fresh vegetables, all kinds of products come to Centrair product
fairs.

�

セントレア・スカイ・マーティング・フェスティバル
Centrair Sky Marching Festival

スカイデッキを舞台に学生マーチングバンドを中心とした本格的なマーチングパレード。
一糸乱れぬ華麗なパフォーマンスがスカイデッキを彩ります。
Filling the airport with rhythm a full-scale student marching parade
marches around Centrair's observation deck every year.

アイアンマン 70.3 セントレア知多半島ジャパン
Iron Man ��.� Centrair Chita Peninsula Japan

空港周辺を舞台に開催されるトライアスロンの国際大会。
スイム、
バイク、
ランの3種目
中にも思わず視線が空へ広がる世界にも類を見ないアイアンマン
（鉄人）
レースです。
An international triathlon tournament held around the airport. Iron Man
race is a great international event that brings together local and
international participants.

�

セグウェイ・ガイドツアー

Segway Guide Tour

誰でも簡単に操作できるセグウェイに乗って、
ターミナルビル内やスカイデッキ、屋外の
「セントレアガーデン」
などを見学いただけます。
Explore the airport's terminal building, the observation deck and the
outdoors "Central Garden" in a Segway.

�

航空ファンミーティング"AIRLINE EXPO IN JAPAN"

AIRLINE EXPO IN JAPAN

監修協力に航空写真家のチャーリィ古庄氏を迎え、飛行機好きによる飛行機好きの
ためのイベント。
2020年からは"AIRLINE EXPO IN JAPAN"という名前を新たに加え、
日本で唯一
のAIRLINE EXPO開催地として世界中から航空ファンが集まるイベントを目指します。
“AIRLINE EXPO IN JAPAN” has been held at Chubu International Airport

since ����, as a way to gather the aviation fans in Japan and the world in
this airline and aviation event, the only AIRLINE EXPO in Japan.

�

セントレアまるわかりツアー
Centrair Maruwakari Tour

※現在、臨時休業中

普段は関係者しか立ち入ることのできないエリアを回る特別なツアー。航空機をより一
層間近にご覧いただける迫力満点の「滑走路見学コース」
とターミナル内の芸術作品
やバックヤードを見学する
「ターミナルコース」の2種類をお楽しみいただけます。
There are � special tour routes: the “Runway Tour Course”, where

participants are driven around the runway to see the aircrafts up close,

and the “Terminal Course” which allows participants to see the artworks
and some "staﬀ only" areas in the Terminal.

Chubu Centrair International Airport

Chubu Centrair International Airport

�

A short trip to Europe without moving from the airport, a Christmas
countries.

ツ、
漬物・味噌・銘菓・地酒や新鮮野菜などの食品のほか、
工芸品も取り揃えております。

�

※2020年は開催見送り

2009年から開催されている夏の風物詩。セントレアが誇る長さ約300mのスカイデッ

�

�

Christmas Market

キには、多くの浴衣のお客様でにぎわいます。
crowds of yukata wearing customers who want to enjoy traditional

�

� クリスマスマーケット

�

�

「セントレアならでは」の
空港を活かしたオンリーワンなイベント
第1ターミナルイベントプラザでは、
ステージイベントや各地域の物産展
を開催。
またスカイデッキやセントレアホールなど屋内外のスペースも活
用し、一年を通してイベントを開催しています。
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�

Events that make use of a location
as unique as Centrair

Terminal � bustles with activities, Event Plaza usually holds regional

product exhibitions and stage events. Sky Deck and Centrair Hall are also
available for outdoors and indoors events respectively.

�

�
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Terminal 2

Casual

気軽に立ち寄れる商業施設

第2ターミナルの免税店は、国内外で人気の化粧品やお酒、
たばこ、
お土
産菓子などを中心に取り揃えており、便利な免税店予約サイトも利用でき
ます。
また出発搭乗エリアには開放的な飲食施設を設けるなど搭乗前の
時間にショッピングや食事を気軽に楽しむことができます。

The Duty Free Shops in Terminal � has wide selection of popular global

cosmetics, liquor, tobacco, and souvenirs popular in Japan and overseas,
reservation is available through reservation website. The boarding area
includes a open dining area to relax while eating or shopping.

空旅に特化した気軽でカジュアルな旅を実現するターミナル

Enjoy a casual journey from Terminal �, which strives for convenience and functionality.

も、
ファストトラベルを推進する先進的な機器を導入し、
「 利便性」にも配慮
したターミナルです。
ターミナル内には、免税店・飲食店をはじめとしたお客
様のニーズに合った店舗を取り揃えています。

Lively

旅のわくわく感を醸成

出発動線は滑走路をイメージし、到着動線では随所に地域の装飾やマッ
ピングを施しています。また搭乗エリアの大窓からは滑走路を一望でき、
これから始まる旅へのわくわく感を醸成しています。
The departure passage is inspired by the runway, and the arrival passage is

decorated with local motives and ﬂoor projections. In addition, the runway
can be seen from the boarding gate area window which creates an exciting
atmosphere for the travelers.
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Terminal � is designed to be convenient by introducing advanced fast

travel equipment, following the functionality line of the Low Cost Carrier

business model. Within the terminal, there are stores that meet the needs
of customers, including duty-free shops and restaurants, for easy and
casual air travel.

Convenient

Chubu Centrair International Airport

Chubu Centrair International Airport

LCCのビジネスモデルにもとづき、
「 機能性」
を追求した簡素なつくりながら

利便性・機能性を追求

LCC向けターミナルとして国内初となる
「自動手荷物預入機」
を導入し、保
安検査場にはスマートレーンを導入することで、搭乗までの時間短縮を実現
しています。
また館内全域の待合椅子に充電設備を設置し、利便性・機能性
が高いターミナルとなっています。
For the ﬁrst time in Japan an Automatic Baggage Drop equipment has

been introduced in a Low Cost Carrier terminal. Along with the smart lanes
in the security screening area the boarding time has been noticeably

shortened. For further convenience charging facilities are installed in the
seats throughout the building.
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Vibrant South

空港島南部のにぎわい

第2ターミナル（P15-16）、FLIGHT OF DREAMS（P17）、愛知県

Terminal � (P��-��), FLIGHT OF DREAMS (P��), and Aichi Sky Expo are
connected by an connecting bridge, creating a bustle in the southern

国際展示場（Aichi Sky Expo）
とは空中回廊で結ばれ、空港島南部
に新たな賑わいが創出。旅の出発地・目的地として、多様な楽しみ方・
過ごしかたを選べる「 新たなゲートウェイ」としての空 港 島が発 展し、
地域への更なる発展に貢献してまいります。

part of the airport island. We aim to convert the airport into a “new

gateway” where you can enjoy and spend time not only as a departure
but also as a destination.

第1ターミナル
Terminal �

第2ターミナル
Terminal �

FLIGHT
OF
DREAMS

P�

FLIGHT PARK

�min by walk (��m)

アクセスプラザ
Access Plaza

徒歩7分（500m）

�min by walk (���m）

P�

Chubu Centrair International Airport

Chubu Centrair International Airport

徒歩１分（50m)

P�

徒歩5分（400ｍ）

�min by walk (���m)

愛知県国際展示場 駐車場
Aichi Sky Expo Parking

高速船乗り場

High-speed Boat Station

SEATTLE TERRACE

FLIGHT OF DREAMS
フライト・オブ・ドリームズ
ボーイング787初号機の展示をメインとした複合商業施設です。

ボーイング787初号機であるZA001の展示エリアです。
※現在リニューアル工事中

SEATTLE TERRACE
ボーイング創業の街シアトルをテーマとしたレストラン＆ショップエリアです。
飛行機の間近でシアトル本場の人気メニューやショッピングをお楽しみいた
だけます。

17

Aichi Sky Expo
(Aichi International Convention & Exhibition Center)

愛知県国際展示場

Aichi Sky Expo (Aichi International Convention & Exhibition Center)

A commercial complex exhibition of the ﬁrst Boeing ���.

FLIGHT PARK

愛知県国際展示場

FLIGHT PARK

The exhibition area for the ﬁrst-ever Boeing ���, the ZA���.
※Renewal works ongoing

SEATTLE TERRACE

A restaurant and shop area based upon Seattle, where Boeing was

founded. This area oﬀers popular Seattle menus and shopping near the
airplane.

日本 初、国際空港直結の展示場

The ﬁrst Convention & Exhibition Center in Japan
with direct access to an international airport.

日本唯一の常設の保税展示場

The only one Convention & Exhibition Center in Japan
with a customs free zone.

日本で4番目に大きい国際展示場

The �th biggest International Convention & Exhibition Center
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Security and Safety
安全・安心は空港を運営する上で最も大切なことです。セントレアは航
空機の運航とお客様の安全を、様々な人たちや施設が守っています。

Prevent

安全、安心な空の旅のために

Ensure

空港島内で連携した安全の確立

Safety is the most important thing when operating an airport. Centrair is
secured by a variety of personnel and facilities for aircraft operation and
customer safety.

有事に備えた対応

訓練

セントレアでは島内だけでなく島外の事業者とも連携し、航空機事故
や大規模自然災害時におけるお客様の安全を守るため、定期的に災
害対応訓練を行っています。

Drills

Centrair collaborates with several businesses inside and outside the airport
island to regularly conduct disaster response drills to ensure customers

safety in the event of an aircraft accident or large-scale natural disaster.

COC（セントレア・オペレーション・センター）
2005年開港時より24時間体制で日々の空港運用やイレギュラー発生時の
対応に関する業務を行っています。
このオペレーションシステムは運用部門の

Since the opening in ����, Centrair Operation Center (COC) has been

working ��h on daily airport operations and handling irregularities. This

operation system is being adopted at other airports as advanced airport
operations.

Chubu Centrair International Airport

Chubu Centrair International Airport

全事象に対応する先進的な運用体制として、他空港でも採用されています。

COC (Centrair Operation Center)

消防
空港消防所には、総勢約90名の隊員が交代で待機しており、24時
間体制で有事に備えています。空港化学消防車を4台備え、事故現
場まで3分以内で到着することができます。

COCを中心とした連携

Fire ﬁghting

At the airport's ﬁre station, a total of �� ﬁreﬁghters are taking shifts to

日頃からCOCは空港島内の関係機関と連携しています。
さらに、天候不良

国交省航空局

やサミット等の大規模イベント開催時には、空港内外の関係者間の連携強

MLIT*�

engines, that can reach the site of an accident within � minutes.

化を目的とした総合対策本部を設置し、迅速かつ的確な情報共有の実施

guard ��h in case of accidents. Centrair has � airport chemical ﬁre

Maintain

COC centered collaboration

セントレア
グループ

Centrair Operation Center (COC) collaborates with airport island related

施設・設備の保守管理

空港内の施設や設備の監視、情報通信や給油施設のメンテナンスなど、 The safety and security of the airport is preserved through ��h ��� days
様々な部門が24時間365日対応を行っています。

maintenance of the terminal, such as equipment monitoring, information

events, the operation center becomes the response headquarters to ease
cooperation between relevant parties inside and outside the airport,
facilitating information sharing and decision making.

communication, and fueling facilities, among others.

警備所

Security
guard

島外アクセス
事業者
Other transport
companies

警備所

テナント
Tenants

Centrair
Group

Tenants

エアライン
Airlines

COC

中部空港
事務所
WJCAB*�

CIQ

エアライン
Airlines

COC

Transport
companies

中部運輸局

中部空港
事務所
WJCAB*�

Chubu District
Transport
Bureau

CIQ

CIQ*�

常滑消防

Tokoname
Fire
Department

アクセス
事業者

Transport
companies

テナント

Centrair
Group

アクセス
事業者

セントレア
グループ
Security
guard

空港警察
Aiport
Police

愛知県
防災局

常滑市
Tokoname City

道路公社

Bureau of
Disaster
Prevention*�

Road Public
Corporation*�

CIQ*�

常滑消防

Tokoname
Fire
Department
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Chubu Regional
Department
Bureau

MOFA*�

や意思決定を図ります。

organizations. In case of a natural disaster or high-proﬁle international

中部地方
整備局

外国公館

空港警察
Airport
Police

*�West Japan Civil Aviation Bureau *�Nagoya Customs, Immigration Agency and
Quarantine Stations *�Ministry of Land Infrastructure and Tourism
*�Aichi Prefecture Bureau of Disaster Prevention and Security *�Aichi Prefecture Road
Public Corporation *�Ministry of Foreign Aﬀairs
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Regional Cooperation
セントレアでは地域の皆様と、積極的に連携を推進しています。

地域と共に世界へ発信

Centrair is actively working with the local communities to showcase the regional culture.

Sustainable Airport
様々な施設や仕組みを取り入れ、環境保全活動に取り組んでいます。

持続可能な空港を目指して

We are working on environmental conservation activities by incorporating new facilities and systems.

水素ステーション
セントレアでは、
日本の空港で初めて太陽光の再生エネルギーを活用し
た商用の水素充填設備を導入しました。また2019年3月、空港島内に
は燃料電池自動車やバスに充填する水素ステーションを開所しました。

Hydrogen Cell Fuel Station

Centrair was the ﬁrst airport in Japan to use renewable energy by

introducing a commercial hydrogen ﬁlling facility. In March ����, another
hydrogen station for fuel cell vehicles and buses was opened on the
airport island.

岐阜県大野町と連携した
セントレア・スカイローズ

Centrair Sky Rose in collaboration
with Ono-cho, Gifu

コージェネレーションシステム
電気を発電する際に発生する排熱を利用して冷水や温水を作り、旅客
ターミナルビルに供給しています。

Natural-gas cogeneration system
Chubu Centrair International Airport

hot water supply in the passenger terminal building.

太陽光発電

上質な家具を利用し、快適なひとときを
過ごせる飛騨高山家具ラウンジ

太陽光で発電した電気は、駐機場の航空機が使用する電力の一部と

Hida Takayama Furniture Lounge high-quality

サムライ×NINJAプロジェクト
インバウンド旅客の誘客に向けて、
この地域の
魅力ある観光資源である
「サムライと ＮＩＮＪＡ」
を活用し、中部国際空港が「サムライとＮＩＮＪＡ」
のゲートウエイを目指すプロジェクトです 。

SAMURAI×NINJA Airport Project

なっています。

furniture for a pleasant time

Chubu Centrair International Airport

Exhaust heat from generation is eﬃciently used for heating/cooling and

Photovoltaic system

The photovoltaic power generated is used to supply electricity to aircrafts

In order to attract international passengers,

on the parking apron.

Chubu Centrair International Airport is using

the popular ﬁgures of samurai and ninja as an
attractive tourism resource for the region.

自然採光
天井や側面から自然の光をふんだんに取り入れることにより、省エネル
ギーに役立てています。

セントレアキッズクラブ
お子さまとご家族が中部国際空港セントレアを
身近に感じ、
「 空の旅」に親しむことができる楽

Daylight harvesting

To reduce energy consumption of electric lighting, the passenger terminal
building is constructed of many glass walls to receive abundant daylight.

しいコンテンツとお得がいっぱいのLINE公式
アカウントです。

CHITA CAT PROJECT
知多半島地域の魅力向上に積極的に寄与する
ための地域活性化を目的にした共同プロジェクト
です。
さまざまな施設の利用促進や、共催イベ
ント等を実施しています。
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CHITA CAT PROJECT

A joint project to revitalize Chita Peninsula by
improving the attractiveness of the region
through the promotion of facilities and
co-sponsored events.

Centrair Kids club

滑走路周辺緑地帯の刈草資源循環

enjoyable information such as airpor t’ s event

農場で飼料・敷料として有効活用し資源循環を目指します。

Oﬃcial LINE oﬃcial account for children to share
and trivia

キッズクラブ L I N E
公 式 ア カ ウ ント
Oﬃcial LINE oﬃcial
account for children
(Japanese Only)

航空機の運航の安全上設けている緑地帯から発生する刈草を、地元

Recycling on the runways grass clippings

The grass from the green areas around the runway to be reutilized as feed
and bedding by the local farm.
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空港サービス品質への評価
SKYTRAX社による全世界を対象とした空港サービス品質調査において、7年
連続で「The World s Best Regional Airport」
を受賞。

Welcoming with Smiles

笑顔とおもてなしの心をお客様に

※2021年8月現在

Evaluation of airport service quality

Centrair was awarded “The World's Best Regional Airport” for the �th consecutive
year in SKYTRAX's global airport service quality survey.
* As of August ����

Volunteer Staff

ボランティアスタッフも活躍

お客様に温かいおもてなしを提供していただくため、地域の皆様には施設
案内のボランティアとしてご活躍いただいています。
また、
セントレアでは社

お客 様の声を大 切に
セントレアは、開港以前より、お客様視点で考えることを徹底してきました。現在も、
お客様から寄せられるご意見をもとに、
日々、施設やサービスの改善を行っています。

The opinions of our clients are the most important

会教育への貢献と、地域や子どもたちから愛される空港を目指すため、小
学校中高学年及び盲・聾・養護学校の児童・生徒の皆様を対象に、社会

The local community is volunteering to guide travelers in the airport. In

addition, in order to contribute to social education the volunteers provide
special tours for local elementary, secondary and high school students as
well as for special needs schools and nursing home residents.

見学を受け入れており、説明役として活動していただいています。

opening of the airport.Currently, we are improving facilities and services on a daily basis
based on feedback from customers.

Chubu Centrair International Airport

Chubu Centrair International Airport

Centrair has been thorough in thinking from the customer's perspective since the

空港島内事業者と一体になったCS活動
空港島内事業者が連携してお客様へよりよいサービスを提供できるよ
う
「CS空港連絡会」
を構成し、様々な施策を通して空港全体でCS向
上に取り組んでいます。

Customer Satisfaction (CS) activities with
airport island operators

The “CS Airport Liaison Meeting” is organized to incentivize the team

work within the operators on the airport island to improve services. In
addition to that we are constantly working to increase the customer
satisfaction throughout the airport through various measures and

さわやかキャンペーン

Greeting and Smile Campaign

activities.

Rising Smiles

魅力ある空港でありつづけるために

セントレアでは、素晴らしいサービスを提供したスタッフの表彰制度や、
スタッフ専用の保育園を設けるなど快適に働ける環境を整えています。

さわやかキャンペーン

Greeting and Smile Campaign
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空港従業員表彰

Airport employee award

セントレア保育園

Centrair Nursery School

At Centrair, we are making eﬀorts to give back to our dedicated staﬀ who

are providing excellent service through the establishment of a staﬀ nursery
school and other special services.

従業員向けCS情報誌「CS ONE」

CS information magazine "CS ONE" for employees
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Centrair's History
1985
12月
財団法人
中部空港調査会
設立

Dec
Establishment of
the Chubu International
Airport Research
Committee

2000

8月
空港の護岸工事に着手

Aug
Start of the revetment
construction at airport

1998

2月
中部国際空港開港
3月
日本国際博覧会（愛知万博）
「 愛・地球博」開幕
Feb
Airport grand opening
Mar
Opening of the Expo ���� Aichi Japan
(���� World Expo Exhibition, Aichi)

2012

8月
来港者累計1億人到達
Aug
The airport visitors
reached ��� million

10月
FLIGHT OF DREAMSオープン
Oct
FLIGHT OF DREAMS opening

8月
愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）
オープン
9月
第2ターミナルオープン

2020

1月
国際線旅客便数が過去最多となる
486便／週に
4月
新型コロナウイルス感染拡大の影響で
国際線が一時全便運休に
（〜6月中旬）
Jan
Highest number of International ﬂights,
��� ﬂights per week
Apr
Temporal suspension of all international
ﬂightsdue to covid-�� pandemic (till June)

To the next future
さぁ、次の未来へ。
25

愛知県常滑市セントレア一丁目1番地

Head Oﬃce

設立日

1998年5月1日

Date established

資本金

836億6,800万円（設立時3億2,200万円）

主な事業内容

1．
中部国際空港及び航空保安施設の設置及び管理

Capital

Scope of business

Oﬃcial Twitter

Oﬃcial Instagram

�-�, Centrair, Tokoname, Aichi, Japan
May �st, ����

(Designated as the operating body of the Central Japan International
Airport project by the Japanese government on July �st, ����)

JPY ��,��� million (JPY ��� million yen at the time of establishment)

�. Establishment and management of Chubu Centrair International Airport
and aviation security facilities.

�. Construction and management of functional facilities such as passenger
and cargo terminals, and convenience facilities such as stores.

3．
上記に付帯する事業

2018

Feb
Ranked the ﬁrst ever � Star Regional Airport
by SKYTRAX

本店所在地

店舗等の利便施設の建設及び管理

May
Hosted the Ise Shima Summit

2月
SKYTRAX社による格付けで
リージョナル空港部門で世界初の5スターを獲得

Central Japan International Airport Co., Ltd.

2．
旅客及び貨物の取扱い施設等の機能施設、

5月
伊勢志摩サミット開催

2017

中部国際空港株式会社

中部国際空港の事業主体として国の指定会社となる）

Jun
Received the ﬁrst ��� Dreamliner (ZA���)
from Boeing

2019 第2ターミナル開業式典
Terminal � Opening Ceremonys

公式
インスタグラム

（1998年7月1日

2016

Aug
Aichi Sky Expo opened
in the airport island
Sep
Terminal � opening

公式英語
フェイスブック

Oﬃcial Facebook

2005

6月
ボーイングより787ドリームライナー初号機
（ZA001）受贈

2019

公式
ツイッター

Oﬃcial Facebook

5月
中部国際空港株式会社設立
May
Establishment of
Central Japan International Airport
Company, Limited

1月
次世代航空機「ボーイング787」の
航空機部品を輸送するための
専用貨物機「B747LCF」が初飛来
Jan
First visit of specialized cargo plane
"B���LCF" to transport airplane parts
for the next generation "Boeing ���".

2015

会社概要

公式日本語
フェイスブック

�. Business incidental to the above.

セントレアグループ会社

Centrair Group Proﬁle

会社名

中部国際空港エネルギー供給株式会社

設立日

2000年9月1日

Company Name

Centrair Energy Supply Co., Ltd.

資本金

16億円

Capital

JPY �,��� million

Date established
Scope of business

主な事業内容

熱供給事業

会社名

中部国際空港情報通信株式会社

設立日

2001年10月1日

資本金

1億2,000万円

主な事業内容

電気通信事業

会社名

中部国際空港旅客サービス株式会社
2003年5月1日
5,000万円

主な事業内容

旅客案内および直営商業店舗運営事業、
損害保険代理業

Capital

JPY ��� million

等

会社名

中部国際空港施設サービス株式会社

設立日

2003年5月1日

資本金

4,000万円

主な事業内容

空港施設維持管理事業

会社名

中部国際空港給油施設株式会社

設立日

2003年6月10日

資本金

5,000万円

主な事業内容

航空機給油施設の運営・維持管理

October �st, ����

Electronic communications operations

Company Name

Centrair Passenger Service Co., Ltd.

Capital

JPY �� million

Date established

資本金

Heat supply operations
Centrair Information & Communications Network Co., Ltd.

Scope of business

設立日

September �st, ����

Company Name

Date established

Scope of business

May �st, ����

Operation of passenger information and directly managed stores

Company Name

Centrair Facility Service Co., Ltd.

Capital

JPY �� million

Date established
Scope of business

May �st, ����

Airport facility maintenance and administration operations

Company Name

Centrair Fueling Facilities Co., Ltd.

Capital

JPY �� million

Date established
Scope of business

Chubu Centrair International Airport

Chubu Centrair International Airport

2007

セントレアの歩み

Company outline

June ��th, ����

Aircraft fueling facility operations

26

