中部国際空港のあゆみ
（２００８）

セントレア関係

2008

1.14 ＡＮＡ、中部旅行会社15社、セントレアによる「中国旅行」需要活性
化に向けた共同キャンペーン「ＡＮＡ チャイナゴヤン プロジェク
ト」を開始（12/31まで）
1.26 セントレアホール 「セントレア・ニューイヤー・コンサートを開催
1.30 第１回セントレアＣＳ表彰式
2.9
2.9
2.9

プライベートジェットを利用したウェディ
ング初回開催
「セントレアフレンズ」ショップ、リニュー
アルオープン
開港3周年イベントを開催（24日まで）

2.16 総合リラクゼーション施設「くつろぎ処」
リニューアルオープン
2.25 「ＡＳＱ」２００７年の評価、旅客規模別
で第1位（3年連続）
3.1 「フー is ラッキー!? ＪＡＬ × セントレア ハッピープロジェクト キャン
ペーン」を開始（6/30まで）
3.10 「Air Cargo World」誌主催の「2008 Air Cargo Excellence Survey」
で第1位を獲得、貨物部門でも世界一となる
3.11 国土交通省中部運輸局と「VISIT NAGOYA & YOKOSO JAPAN
2008」（セントレア噴水事業）を共催し、海外の旅行会社・航空会社
向けの商談会を実施
3.27 計画的滑走路閉鎖時間を週3日から
週2日に変更
4.1 来港者累計5000万人到達
4.8 バゲッジ用リボン型ネームタグ（当社
新規開発）の配布開始
4.10 計器着陸装置（ＩＬＳ）カテゴリーⅢ運用
開始
4.16 地元民放テレビ局の制作する旅番組と
タイアップする旅行企画について平成
20年度の募集を開始（5/14締切）
4.21 緊急地震速報の提供開始
4.23 中部空港調査会が「中部国際空港の完全24時間化早期実現に向
けて」を発表
4.25 ミュンヘン空港ビール「エアブロイ」2008年シーズン解禁
4.25 スカイデッキの開放時間を21:00から22:30に延長
4.25 「セントレア・コネクション・香港」発表
4.30 中部国際空港二本目滑走路建設促進期成同盟会設立総会開催
（3県1市、中部経済連合会、名古屋商工会議所、空港会社）
5.8 中部国際空港二本目滑走路建設促進期成同盟会が国交省、財
務省、自民党本部に要望活動
5.11 セントレアホール 「セントレア・スプリング・コンサート」を開催（チ
ケット一般販売での開催は初）
5.12 2007年度決算発表、3年連続単年度黒字を達成
5.15 香港エクスプレス・香港便 新規就航
5.18 タイ航空が深夜便を就航（旅客便として初）、これに伴いPTB開館
時間延長と一部店舗の営業時間を延長
5.19 ボランティア・スタッフによる「スカイデッキガイドツアー」開始
5.19 ターミナルビル3階中央案内所横に
「ＣＳ情報コーナー」を設置
5.20 ＵＰＳ（貨物）新規就航
5.20 エアバス380型機が初飛来（シンガポ
ール航空が成田空港からダイバート）
5.23 「ボージョレ・ヴィラージュ・ヌーヴォー2008 セントレア限定ラベル」
のラベルデザインを公募
6.2 ガルーダ・インドネシア航空が運航再開（デンパサール便）
6.26 セントレアグループがISO９００１の認証
取得
6.30 中部国際空港利用促進協議会による
第1回「フライ・セントレア・カーゴ」パー
トナー企業連絡会開催
7.1 中部国際空港利用促進協議会、名古屋エアラインズアソシエー
ションと3者共同で、静岡中東部においてプロモーションを実施（2
日まで）
7.4 「国土形成計画」が閣議決定され、中部国際空港の「完全24時間
化」が明記される

その他の出来事
2.2
5.12
5.20
7.11
8.8
9.15
10.21
10.29
11.25

セントレアホテル「なぞの旅人フーの部屋」
期間限定オープン（5/6まで）
中国四川省で大地震発生
成田国際空港が開港30周年
原油価格が高騰し、NY市場で史上最高
値を記録（1バレル＝147.27ドル）
北京オリンピック（24日まで）
米大手証券会社リーマン・ブラザーズが経
営破たん
中部空港海上保安航空基地が開所
デルタ航空とノースウエスト航空が合併、
世界最大の航空会社が誕生
バンコク・スワンナプーム国際空港が反政
府運動によって閉鎖（12/4まで）
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7.8
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その他の出来事

利用促進協議会が「出前社会見学（第1回）」を開催（岐阜県大野
町立大野北小学校）
中部国際空港二本目滑走路建設促進期成同盟会が国土交通省
などに対し、要望活動を実施
姉妹空港のミュンヘン国際空港で、「アートキルトミュージアム2008
『源氏物語千年紀』」を展示（31日まで）
免税店に「ティファニー」ブティックと「Folli Follie」コーナーがオー
プン
株式会社ロータリーエアーサービスにより東京・静岡と中部国際空
港を結ぶツアーバス（キラキラ号）の運行を開始
中部国際空港利用促進協議会が「セントレアキッズクラブ」を開設、
募集を開始（先着1,000名、8/9から追加1,000名募集）
ボランティアスタッフにより、主にアク
セスプラザと立体駐車場間の移動に
ついて、「電動カート」を使用したサー
ビスを開始
「ボージョレ・ヴィラージュ・ヌーヴォー
2008 セントレア限定ラベル」のラベル
デザイン、入賞作品を発表
国際線南ウィング南側、オープンスポット(4スポット)の共用を開始
「コスプレサミットshowcase in セントレア」を開催
ベトナム航空ハノイ便就航
普段、立ち入ることのできない制限エリアを案内する「セントレアス
ペシャル見学ツアー」第1弾を開催（26日まで）
地元の夏祭りである半田の「はんだ
蔵のまち夏祭り」と、常滑の「常滑焼
まつり」と連携し、「セントレアをゆか
たで歩こう!!お祭りに行こう!!」を開催
（24日まで）
日本三大新四国霊場の「お砂踏み」
開催（31日まで）、28日は全国の大師
霊場の関係者による「全国大師霊場
サミット」開催（主催：篠栗四国霊場会、
小豆島霊場会、知多四国霊場会）
名古屋エアラインズアソシエーション、中部国際空港利用促進協
議会とともに3者共同で、富山・石川両県にプロモーションを実施
（4日富山県、5日石川県）
ＪＴＢ中部がセグウェイを使用し空港内を見学する「セグウェイ・ガイ
ドツアー」を開始
中国の人気ラーメン「蘇氏牛肉面」が日本初上陸、「海上楼」で期
間限定販売（10/5まで）
国際線貨物便に対する着陸料割引
制度を導入、国内線旅客施設使用
料を改定（200円⇒300円）
スカイデッキ警備にセグウェイ導入
空港見学ツアーの参加者が10万人
到達
セントレア社会見学500校達成
免税店に「ジルスチュアート」「ポール
＆ジョー」「ソニアリキエル」コーナー
がオープン
中部空港調査会による「セントレア・トラック共同輸送の社会実験」
実施
知多半島のキッズチアダンスチーム
「チームひまわり」が、アメリカ・サンフラ
ンシスコで行われるNFL公式戦に2年
連続で招待されることとなり、壮行会を
開催
利用促進協議会が「出前社会見学（第2
回）」を開催（三重県伊勢町立穂原小学校）
「セントレアスペシャル見学ツアー（第2弾）」を実施（12/25まで）
「ボージョレ・ヴィラージュ・ヌーヴォー2008 セントレア限定ラベル」
の解禁カウントダウンパーティーを「アリスダイニング」で開催、翌日
から販売（24日まで）
中部国際空港二本目滑走路建設促進期成同盟会が国土交通省
などに対し、要望活動を実施
「2008セントレア あったか☆クリスマス」を開催（12/25まで）
免税店に「Dr. Ci：labo（ドクターシーラボ）」がオープン
「フリーマーケット in セントレア」を開催
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12.1 日本航空、中部国際空港株式会社、中部地区旅行会社と共同で
“旅先でできるｅｃｏ”の提案を目的とした「JAL×セントレア 行っ得
キャンペーン ～eco旅篇～」を実施（2009/2/28まで）
12.2 ＪＡＬグループ・シカゴ便（貨物）就航

12.6 中部国際空港、グアム政府観光局主催により、グアムハッピー大使
さかなクンの『お魚教室＆クイズショー』開催
12.7 国土交通省中部運輸局、中部国際空港利用促進協議会、中部国
際空港が共同で、訪日客誘致事業として「中国/広州 現地旅行会
社・メディア招請事業」を実施（13日まで）
12.9 名古屋エアラインズアソシエーション、中部国際空港利用促進協
議会とともに3者共同で、滋賀・福井両県にプロモーションを実施
（9日滋賀県、10日福井県）
12.11 中部国際空港株式会社取締役会長 平野幸久が、国土交通大臣
より「交通文化賞」を受賞
12.11 利用促進協議会が「出前社会見学（第3回）」を開催（愛知県設楽
町立田口小学校）
12.16 格付投資情報センター（通称Ｒ＆Ｉ）より、「ＡＡ－（格付の方向性：
安定的）」として発行体格付を取得
12.20 セントレアから発着する初のヘリコプタークルージングと、「アリスダ
イニング」での食事をセットにした、ＪＴＢ中部とのタイアップ企画「ク
リスマス スカイ クルージング」を実施（24日まで）
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