中部国際空港のあゆみ
（２００９）
セントレア関係

2009

1/1

アートキルトミュージアム２００９「キルトでめぐる
『世界の祭り』展」（1年間)

1/11 新成人によるスカイデッキイルミネーション点灯式

その他の出来事
1/13 エチオピアで誘拐の日本人女医解
放、セントレアへ帰国
1/20 米オバマ大統領が就任

1/22 中部国際空港利用促進協議会が「平成21年度貨物事業」として新規にフォ
ワーダー向け輸入促進キャンペーン、トラック共同輸送事業の実施を発表
1/29 免税店内に「ロレアルパリ」「ソフィーナ」「O・P・I」コーナーオープン
1/30 セントレアCS表彰式（第２回）、優れたサービスを提供した空港スタッフの年間
グランプリ選出
2/1

JTA（日本トランスオーシャン航空）石垣便新規就航

2/1

国際線制限エリア内に海外旅行傷害保険カウンターを設置（対面販売として
は国内空港初）

2/2

空港会社社員有志が外国人旅客への「おもてなし
サービス」、和服・忍者衣装でお出迎え

2/7

セントレア開港記念祭（～2/22) ロボットアカデミー、
アジアンマーケットなど

2/7

「セグウェイで行くセントレア体験走行」を㈱イグアスが実施(～5/6)

2/12 CATⅢ（計器着陸装置のカテゴリーⅢ）B化での運用開始(国内最高水準に）
2/15 フリーマーケットinセントレアで航空会社(ANA）が初出店
2/16 国土交通省航空局より広報功労賞を受賞（空港ボランティアスタッフによる社
会見学の通年受入が評価対象）

2/16 GDP、戦後2番目のマイナスを記録

2/17 「オリーブの丘」メモリアルプレート除幕（昨年の「お砂踏み」主催者より寄贈）
2/22 航空会社・中部地域との三者共同訪日客誘客事業として香港・マカオの現地
旅行会社・メディアを招請
3/1

出発ロビーに「ドコモ ワールドカウンター中部」がオープン

3/3

スカイタウンに「アビステ ブティック」がオープン

3/11 ASQ（Airport Service Quality）旅客数規模別で
4年連続NO.1(受賞参加全空港の総合評価にて第4位)
国内線部門で109空港中第1位
3/12 利用促進協議会が周辺地域キャラバン事業として
長野県においてプロモーションを実施
3/13 いわて花巻空港新ターミナルのオープンを記念してセントレアでPRイベント
3/16 セントレアガーデンにて岐阜県大野町との交流記念植樹（太秋柿、富有柿）
3/17 中部国際空港事業評価監視委員会の設置(第1回委員会開催)
3/19 航空会社・中部地域との三者共同訪日客誘客事業として欧州・ロシア･タイ・
シンガポールの旅行関係者を招請
3/20 免税店内に「kate spade NEW YORK」コーナーオープン
3/20 セントレアキッズクラブ（2008年開設）の定員を3000名に拡大募集

3/23 成田国際空港で貨物機が着陸失敗、
炎上

3/29 フライト検定＠セントレアを初開催
3/29 セントレアジャンク市（第２回）をセントレアホールで初開催し、滑走路関連の
ジャンク品を販売
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3/31 NCA（日本貨物航空）就航再開

4/1

3/31 社会資本整備重点計画が閣議決定
「中部空港は、地元関係者の努力によ
る需要の拡大を図りつつ、将来に向け
て、完全24時間化を検討し、フル活用
ができるよう、地域と連携して空港機能
の拡充に向けて努力する」

スカイデッキに「フーのビューポイント」を設置、車椅子ご利用者やお子様の
目線に配慮し手摺を改良

4/10 商業店舗が相次いで新規オープン 「西安刀削麺」(4/10・2F）、「ドラスティッ
ク・ザ・バゲージ」(4/17・4F）、「グラニフ」(4/20・3F）、「メーカーズシャツ鎌倉」
（4/20・3F）
4/10 中国より外国人学生の社会見学を初めて受け入れる（吉林省第二実験学校
の小中学生32名)
4/23 ミュンヘン空港ビール「エアブロイ」2009年シーズン解禁

4/25 GW期間中の高速道路料金の上限
1000円を実施

5/14 2008年度セントレアグループ連結決算発表、開港以来初の当期純損失

4/28 新型インフルエンザ発生を受け国内の
水際対策強化

5/15 セントレア島内美化推進委員会を設立、グループ社員有志による島内清掃活
動を開始（年4回）
5/29 社内起業制度「Be Columbus!」による社員有志の企画運営で
「パンフルートコンサート」開催（セントレアホール）
5/29 利用促進協議会「出前社会見学」の今年度第１回を三重県
の小学校で実施（第２回は岐阜県、第３回は愛知県）
5/30 オールナイトレゲエフェス「FRESHAIR in セントレア」開催、
臨時駐車場を活用した新しい施設活用策
6/1

「セントレアまるわかりツアー」開始（ターミナルコース・
滑走路見学コース）

6/1

利用促進協議会が「トラック事業者緊急支援キャン
ペーン」開始、セントレア発着便に搭載する国際航空
貨物の重量を基準に支援
利用促進協議会が「長野県トラック共同輸送事業」を拡大

6/2

6/1

米自動車最大手ゼネラル・モーターズ
（ＧＭ）が経営破たん

6/4

静岡空港が全国98番目の開港、国内
外8路線就航

6/15 セントレアグループ社員が社会貢献活動の一環で、「なぞの旅人フー」と共に
地元病院の小児病棟を訪問（初実施）
6/18 中部国際空港株式会社、川上博社長体制発足、組織改正
6/26 「タイ感！セントレア」を海上楼で開催、タイ５つ星ホテルより
シェフが来日
6/17 「セグウェイで行くセントレア体験走行」に「セントレアガーデン屋外コース」(～
8/30)
6/27 パーソナルモビリティー「i-REAL」を空港警備・
案内業務に導入
7/2

自由民主党中部国際空港拡充議員連盟総会

7/2

中部国際空港2本目滑走路建設促進期成同盟会による国への要望活動

7/4

常滑市外の観光地を巡回する「とことこバス」がセントレア乗り入れ開始

7/13 中部国際空港を活用したSea＆Air輸送（国際トランジット型）実施、海外生産
された製品が名古屋港・セントレア経由で第三国へ輸送
7/15 スカイタウンに「アビエーターグリル」オープン
7/17 「駐車場５日間無料キャンペーン」を一部地域の海外旅行者を対象に実施
7/18 社会実験として「臨時駐車場の休日無料開放」、「立体駐車場の商業施設利
用割引拡大」を期間限定で実施（09年度内継続）

7/22 国内で46年振りの皆既日食
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7/22 「日食観測会」をセントレアキッズクラブが開催
7/28 「全国御城inセントレア」開催、270Mの巨大絵巻物
「全国古城絵巻五十選」をお披露目
7/29 「知多半島観光物産展『夏まつり』inセントレア2009」
知多半島5市5町の魅力を日替わりで紹介
7/31 「世界コスプレサミット」前日ＰＲステージ
8/1

免税店（南館）に新規４店舗オープン（無印良品／アマ
ノドラッグ／ネオ・ジャパン／トイ・アンド・キャラクター）

8/4

「ボージョレ・ヴィラージュ・ヌーヴォー2009
セントレア限定ラベル」ラベルデザインを公募
441作品の中から決定
「セントレアとこなつフェスタ2009」(～8/31)、
初のお仕事体験イベント「ワァ～キッズ」

8/4
8/9

高校生レストラン「まごの店」で話題の三重県率相可
高校とアリスダイニングのコラボ企画「エアポート
ビュッフェ」開催（09年3月に当高校生を研修受入）
8/29 セントレアホールで落語「春夏秋冬セントレア寄席
Vol.1」開催（年４回）
8/23 「ありがとうパノラマカー展」名鉄パノラマカー特別オークションが大盛況
8/23 スカイデッキで初の盆踊り開催 （前日はサンバ
カーニバル）
9/1

「国際ビジネスジェット格納庫」の供用開始

9/2

第29回世界新体操選手権（三重県伊
勢市開催）の大会公式空港として選手
団が続々とセントレアに到着

9/11 中国物産・リラクゼーション「飛鴻」オープン（2F)
9/13 野外ライブイベント「SORAフェスティバル'09 in セント
レア」を臨時駐車場で開催

9/16 民主、社民、国民新 ３党連立の鳩山
内閣発足

9/19 秋の大型連休（シルバーウィーク）初日に開港以来
最高の出国者数（12,000人）を記録
10/1 空港内に空港関係者・近隣住民を対象にした本格的な
語学講座が開講
10/1 アリスダイニングのスペシャルディナーと「i-REAL」試乗
のセットプランが期間限定で登場
10/8 「ZIP-FM presents ゆず-SPECIAL TALK LIVE from
セントレア」イベントプラザで公開録音

10/8 台風18号が中部を通過、セントレアを
直撃

10/26 セントレアの国際貨物取扱量が34カ月（2年10ヵ月）
振りに前年同月実績を上回る
10/28 中国東方航空 南京便新規就航

10/17 日中韓国観光大臣会合が中部地域で
開催

10/30 ベトナム料理ビュッフェ、アオザイファッションショー
（「日メコン交流年」外務省公認事業）
11/21 クリスマスイベント「あったか☆クリスマス２００９～夢を翼に
のせて～」開始、スカイデッキイルミネーション点灯
11/27 駐車場予約サービス拡充（電話予約受付開始、予約枠
が1050台へ倍増、予約期間を12週間前に拡大）
11/28 航空会社・中部地域との三者共同訪日客誘客事業
としてインドネシアの現地旅行会社・メディアを招請
12/3 セントレア開港５周年記念事業のコンセプトを発表、
合言葉は「地域とともに、世界とともに」
12/4 ルックJTBがセントレア発の海外ツアー「祝！セント
レア開港5周年記念 お得だね!!」シリーズを発売
12/7 航空会社・中部地域との三者共同訪日客誘客事業として
中国の現地旅行会社・メディアを招請
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12/8 セントレアオリジナルカレンダー（従来非売品）の一般販売を初実施、限定
300部完売

その他の出来事
12/11 日米、航空自由化（オープンスカイ）に
合意

12/12 スカイデッキイルミネーションのプロデューサー益若つばさトークショー
12/17 開港５周年記念 論文募集開始～セントレアの5年先、10年先のあるべき姿と
は～
12/19 「クリスマス スカイクルージング」2年目開催（1週間限定）
12/21 開港5周年記念商品として空港護岸に自然生育する天然の海藻「アカモク」
の商品化を決定
12/23 セントレアキッズクラブのプレミアムイベント「セントレアクイズラリー＆フーと過
ごすクリスマス」初開催
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