中部国際空港のあゆみ
（２０１２）
セントレア関係

2012

1/19

全日本空輸株式会社と共に「中部発！観光交流プロジェクト」の記者発表
会を実施

その他の出来事
1/13

野田1次改造内閣が発足

「セントレア空港音楽祭 2012・麗春」を開催
1/21
（～1/22）

1/21

独立行政法人日本政府観光局2011年の訪
日外国人旅行者数を発表。東日本大震災
の影響を受け、対前年比27.8％減の621万

国土交通省中部運輸局など関係者と共に、
1/23 「昇龍道」プロジェクトについての共同記者
会見を開催

1/24

イギリスと首都圏空港を含む航空自由化
（オープンスカイ）協定に合意

立体駐車場にて、国内空港初となる電力平準化
システムを用いたEV・PHV用充電装置の実証
1/30
実験開始。EV・PHV用充電装置を1基増設し、
3基に

1/25

財務省が2011年の貿易統計速報を発表。
貿易収支は、31年ぶりの赤字となる2兆4千
億円

2/7

セントレアCS表彰式、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

2/17

ニュージーランドと首都圏空港を含む航空
自由化（オープンスカイ）協定に合意

2/10

「就航6都市グルメ博」を開催（北海道・宮城（仙台）・
愛媛（松山）・福岡・宮崎・沖縄）（～2/20）

2/20

名古屋市河村市長が南京事件否定発言。
中国で反発騒動発生

2/14

ASQ（Airport Service Quality）旅客規模別で第1位（調査参加空港全体で
の総合評価で第5位）

2/17

セントレア開港7周年
スローガンは「Centrair, The Next Stage」

2/22 「セントレア防災マニュアル」第2版を発行
2/25

アートキルトミュージアム2012「ふるさと」展開催
（～2013/2/25）

3/5

航空会社・中部地域との三者共同訪日旅客誘致促進事業として、北京の現
地旅行会社を招請（～3/9）

3/1

3/16 商業店舗がオープン（「PRONT」・アクセスプラザ）

3/10

3/17 商業店舗がオープン（「IZONE NEW YORK × EXPRESS GRASS」・4階）

3/11

3/17 商業店舗がリニューアル（「オリエンタルキッチン」・4階）

3/18

3/23

セントレア無料無線LANサービス（Centrair Free Wi-Fi）利用可能エリアが、
旅客ターミナルビルほぼ全域に拡大

3/23 チェジュ航空・ソウル（仁川）便が新規就航
3/25

2012年夏ダイヤがスタート
（国際線26都市289便、国内線16都市67便）

3/25 ANA・上海（浦東）線が復便

3/25
3/26
3/27
3/31

格安航空会社（LCC）ピーチ・アビエーショ
ンが関西国際空港を拠点に運航開始（新千
歳・福岡便）
海上保安庁 中部空港海上保安航空基地
に、新たなヘリコプター「いせたか」（ベル
412型）配備
東北観光博覧会開催（～2013年3月31日）。
当社もサポーターとして協力
東北観光博覧会開催（～2013年3月31日）。
当社もサポーターとして協力
県営名古屋空港のFDAが新潟便を新規就
航（1日1往復）し、花巻・青森便を増便（1日1
往復→1日2往復）
スリランカと首都圏空港を含む航空自由化
（オープンスカイ）協定に合意
北海道国際航空㈱が10/1より㈱AIRDOへ
の社名変更を発表
内閣府有識者検討会が南海トラフで発生す
る最大級地震の想定公表（常滑市は最大震
度7、最大津波高5.0ｍ）

3/30

天然あかもく「セントレアの恵み」を「セントレアおみやげ館」および地域の小
売店で同時発売

3/31

テレビの地上アナログ放送が終了

4/5

中部国際空港利用促進協議会が「平成24年度貨物事業」の取り組みを発
表。「フレーター利用促進プラン」を強化

4/1

新関西国際空港株式会社が設立

4/13

北朝鮮が「人工衛星」と称するミサイルの打
ち上げを実施

ボーイング 787 型機部位保管庫「ドリームリフター・
4/13 オペレーションズ・センター」設置について、
ボーイング社との契約締結を発表
4/13

商業店舗がオープン（「MONO」・4階）、
リニューアル（「和の間」・4階）

4/14

4/20

商業店舗がオープン（「元祖モダン焼の店 ぼてや」・4階）、リニューアル
（「cafeゆとりの空間」「豆天狗」・4階）

4/29

新東名高速道路 御殿場JCT－浜松いなさ
JCT間、清水JCT－新清水JCT間、浜松い
なさJCT－三ヶ日JCT間が開通
関越自動車道で7名が死亡する夜行バス事
故が発生

SKYTRAX社実施 顧客サービスに関する国際
空港評価「Best Regional Airport Asia Award
4/23
2012」を受賞（旅客規模別で世界第1位、
総合評価で世界第10位）
商業店舗がオープン（「セントレアオフィシャル
4/26 ショップ SORA MONO」・4階）、
リニューアル（「おかゆと麺の店粥餐庁」・4階）
4/27 商業店舗がオープン（「まるや本店」・4階）
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中部国際空港のあゆみ
（２０１２）
セントレア関係

2012

その他の出来事

5/1

セントレアグループの各オフィスにおけるクールビズを繰り上げて実施（～
10/31）

5/5

北海道電力泊発電所の運転停止により、42
年ぶりに日本国内の原発がすべて停止

5/1

旅客ターミナルビル内・案内カウンターにて「iPadを利用した通訳サービス」
試験運用開始（～7/31）

5/12

韓国・麗水世界博覧会開幕（～8/12）

5/16

2011年度セントレアグループ連結決算発表、
2期連続で黒字を達成

5/21

国内で25年ぶりの金環日食。セントレアから
も日食鑑賞フライトが実施される

5/17

アクセスプラザ1階に、常滑観光案内所・
小規模場外発売場「オラレセントレア」がオープン

5/22

東京スカイツリーが開業（自立式鉄塔として
世界一の高さ634ｍ）

ランチタイムコンサートをリニューアル。
5/19 クラシック中心から、JAZZ、民族音楽など多彩な
ジャンルにまで開催範囲を拡大
5/20

株式会社つばめタクシーが、セントレアと観光地を結ぶ「貸切予約リムジン」
運行開始

5/24

半田農業高等学校と共同で、国際線側のアクセスプラザ～旅客ターミナル
ビル連絡通路にパッションフルーツによる“グリーンカーテン”を設置

5/28

航空会社・中部地域との三者共同訪日旅客誘致促進事業として、韓国の現
地旅行会社・メディア（ブロガー）を招請（～6/1）

5/29

旅客ターミナルビル3階に「CS情報コーナー」を
設置

航空会社・中部地域との三者共同訪日旅客
5/31 誘致促進事業として、韓国（プサン）の
現地旅行関係者を招請（～6/3）
6/14

航空会社・中部地域との三者共同訪日旅客誘致促進事業として、韓国（ソウ
ル）の現地旅行関係者を招請（～6/17）

6/4

野田第2次改造内閣が発足

6/21

環境省が推進する「ライトダウン・ジャパン 2012」キャンペーンに参加（～
8/31）

6/11

フィンランドと首都圏空港を含む航空自由化
（オープンスカイ）協定締結

6/19

台風4号の影響でセントレアでも多数の欠航
発生

第3回「アイアンマン70.3セントレア常滑
ジャパン」を開催

6/20

成田空港で、ANAのボーイング767型機が、
着陸時に機体に強い衝撃を受け、航空事故
と認定

航空会社・中部地域との三者共同訪日旅客
6/24 誘致促進事業として、香港の現地旅行会社を
招請（～6/28）

6/29

整備新幹線3区間（新函館－札幌、金沢－
敦賀、諫早－長崎）の着工認可。

航空会社・中部地域との三者共同訪日旅客
6/22 誘致促進事業として、韓国（ソウル）の現地
旅行会社を招請（～6/25）
6/24

「第7回はんだ山車まつり」への地域協力として、
6/26 ボランティア用スタッフジャンパー1,200着を
実行委員会へ贈呈
航空会社・中部地域との三者共同訪日旅客
6/27 誘致促進事業として、台湾の現地旅行会社・
メディア（ブロガー）を招請（～7/1）
ANAとの共同企画「中部発！セントレアで繋がる地域交流プロジェクト 飛
6/30 ぶ！遊ぶ！チューぶ！」の一環として、金山総合駅で「セントレア～稚内路
線・観光ＰＲイベント」を開催
7/1

アイベックスエアラインズ・福岡便が新規就航

7/1

関西国際空港と大阪国際空港が経営統合
し、新関西国際空港株式会社発足

7/14

商業店舗がリニューアル（「カフェ・ド・
クリエプラス」・4階）

7/2

政府の定める夏の節電期間始まる（～9/28）

旅客ターミナルビル3階出発ロビー中央で、
7/14
弥富金魚の装飾展示を実施（～8/22）

7/3

ドリームリフター・オペレーションズ・センター
起工式を開催

7/9

7/17

7/18 「あま地区 IN セントレア」を開催

7/9

格安航空会社（LCC）ジェットスター・ジャパ
ンが成田国際空港を拠点に運航開始（新千
歳・福岡便）
ジェットスター・ジャパンが成田－関西便で、
関西国際空港就航。同日成田－那覇便も
運航開始
フランスと首都圏空港を含む航空自由化
（オープンスカイ）協定に合意

7/20

商業店舗がリニューアル（「極旨ら～めん
一刻魁堂」・4階）

7/9

出入国管理及び難民認定法改正に伴い
「新しい在留管理制度」スタート

7/21

第4回「セントレア盆踊りのゆうべ」を開催
（～7/22）

7/23

会員制ディスカウントストア「コストコホール
セールジャパン」が中部臨空都市に進出を
決定

7/27

イギリス・ロンドンにて夏季オリンピック開幕
（～8/12）

開港7周年記念限定見学ツアー「夏休み!
7/26 セントレア親子探検隊」を開催
（7/26、8/2、9、23、30）
商業店舗がリニューアル
7/27 （「サマンサタバサスイーツ＆
トラベル」・4階）
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中部国際空港のあゆみ
（２０１２）
セントレア関係

その他の出来事

7/28 「世界コスプレサミット2012 in セントレア」（ステージイベントと撮影会）を開催

2012

8/1

地先漁業協同組合との共同事業として、地元小学生と共に、常滑市の坂井
海岸であさりの稚貝を放流

8/1

格安航空会社（LCC）エアアジア・ジャパン
が成田国際空港を拠点に運航開始（新千
歳・福岡便、3日～那覇便）

8/1

ボージョレ・ヴィラージュ・ヌーヴォ―2012
セントレア限定ラベル」のデザインを
公募275作品の中から決定

8/8

中国と段階的な航空自由化（オープンスカ
イ）に向け合意

8/10

韓国の李明博大統領が竹島に上陸

8/10

消費税法の改正案が参議院で可決成立
（2014年4月1日から8％、2015年10月1日か
ら10％への増税）

2005年2月の開港以来、総来港者数1億人を
8/14 達成。4階イベントプラザにて記念セレモニーを
開催

8/15

尖閣諸島に香港の活動家ら7人が上陸し、
同行者を含む14人が逮捕された

空港島内に指定した「津波避難ビル」として、
8/17 旅客ターミナルビルの出入り口に「津波避難
ビル看板」を設置

8/18

九州新幹線（長崎ルート）・諫早－長崎間起
工式。開通は2022年を見込む

8/19

尖閣諸島をめぐり、中国各地で大規模な反
日デモ発生

8/19

北陸新幹線・金沢－敦賀間起工式。開通は
2025年を見込む
オランダと首都圏空港を含む航空自由化
（オープンスカイ）協定に合意

テレビ局・中部地域との三者共同訪日旅客
誘致促進事業として「世界コスプレサミット」に
合わせフランスの現地メディアを招請（～8/8）
「ぎふ清流国体・ぎふ清流大会」の「オフィシャル
8/10 サプライヤー」として応援プロモーションを実施
（～10/15）
8/3

8/23

中部国際空港二本目滑走路建設促進期成同盟会が
二本目滑走路に関して国に要望

「Be Columbus!」の取り組みとして「～東北被災地支援～
セントレア×岩手県大槌町×愛知県田原市 復幸菜の花
8/26
プロジェクト」を実施。1回目の「岩手県大槌町 復幸応援
ツアー」開催（～8/28）
8/26

「ぎふ清流国体・ぎふ清流大会」オフィシャルサプライヤーとしての活動に対
し、岐阜県知事から感謝状贈呈を受ける

8/24

8/28

航空会社・中部地域との三者共同訪日旅客誘致促進事業として、台湾の現
地旅行会社・メディアを招請（～9/2）

8/25

8/31

大規模地震発生時の津波を想定した「エプロン防災訓練」及び「旅客ターミ
ナルビル防災訓練」を実施

8/29

9/6

アシアナ航空・ソウル(仁川）貨物便を週2便→週3便に増便

9/11

9/10

旅客ターミナルビル内の無料公衆無線LAN
サービス「セントレアWi-Fi」のエリア拡大

9/12

成田国際空港で、第2旅客ターミナルビル南
側に暫定的に整備されたLCC専用ターミナ
ルの供用開始

9/25 大規模地震発生時の津波を想定した「貨物地区防災訓練」を実施

9/19

日本航空が東京証券取引所第1部に再上
場

9/28 商業店舗がオープン（「バゲージラッピングサービスセンター」・3階）

9/29

第67回国民体育大会「ぎふ清流国体」開幕

北海道新幹線・新函館－札幌間起工式。開
通は2035年を見込む
内閣府の中央防災会議が、南海トラフ巨大
地震による被害想定を発表（最大34ｍの津
波と震度7の揺れで、死者32万人）
政府が尖閣諸島の一部を地権者から購入
し、国有化

9/29

旅客ターミナルビル2階に「昇龍道観光情報館」をオープン、商業店舗
「JAPA-T」を併設してオープン

9/30

台風17号が愛知県東部に上陸

10/1

中部国際空港利用促進協議会が若年層向けアウトバウンド促進事業「ワー
ルドリポートコンテスト」開催（～13/3/31）

10/1

野田第3次内閣が発足

10/1

名鉄バス株式会社による「セントレア－栄・伏見地区ホテル
」直行リムジンバス運行開始（～12/31）

10/1

国土交通省の指示により、全国の空港で国
際定期便搭乗旅客に対し、無作為の身体
接触検査開始

10/6

「第7回はんだ山車まつり」開催（～10/7）

10/1 「セントレアオリジナルカレンダー2013」販売開始

セントレアエコエアポート推進協議会による「セントレア島内クリーンアップ大
「2012年国際航空宇宙展（JA2012）」開催
10/9
会」を実施
（～10/14）
ANAとの共同企画「中部発！セントレアで繋がる地域交流プロジェクト 飛
格安航空会社（LCC）エアアジア・ジャパン
10/8 ぶ！遊ぶ！チューぶ！」の一環として、金山総合駅で「セントレア～九州路 10/10 が初の国際線となる成田－ソウル（仁川）便
線・観光PRイベント」を開催（～10/9）
を運航開始
スウェーデン、デンマーク及びノルウェイと首
10/10 商業店舗がリニューアル（「DELI&CAFE」・国際線出発制限エリア）
10/12 都圏空港を含む航空自由化（オープンスカ
イ）協定に合意
免税店「中部国際空港免税売店(Centrair Duty
関西国際空港のLCC専用ターミナルビル
10/10
10/28
Free)酒・タバコ店」をリニューアル
（第2ターミナルビル）が開業
10/5

10/12

「2012年国際航空宇宙展（JA2012）」が
セントレアを会場に開催（～10/14）

10/19

下呂温泉旅館協同組合による「セントレア－下呂
温泉」直行バス運行開始（～12/2）

10/30

仙台空港で太平洋戦争中に投下されたとみ
られる不発弾が見つかり、全便欠航
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中部国際空港のあゆみ
（２０１２）
セントレア関係

その他の出来事

10/25 2012年冬ダイヤがスタート（国際線 26都市273便、国内線 16都市70便）
11/1

2012

「東北観光博」の公式サポーターとして、東北の復興・観光応援キャンペー
ンを開催（～3/31）

11/8 「セントレアグリーンレポート2012」を発表
2012年度セントレアグループ中間連結決算
11/15 発表、増収増益で中間期としては3期連続で
黒字を計上

仙台空港で不発弾処理のため一部の便が
欠航
国土交通省が、ジェットスター・ジャパンに対
11/16 し整備士の資格要件不備について厳重注
意
11/14

11/22

タイと航空自由化（オープンスカイ）協定に
合意

12/2

中央自動車道笹子トンネル上り線で天井板
崩落事故が発生し、9人が死亡。

12/6

那智の田楽が、ユネスコの無形文化遺産に
指定

12/8

庄内空港で、ANAのボーイング737型機が、
着陸時に滑走路をオーバーランし、重大イ
ンシデントに認定

11/15 「ボージョレ・ヌーヴォー2012 セントレア限定ラベル」販売開始
クリスマス企画「セントレア あったか☆クリスマス
2012～みらいへのかけ橋」開始（～12/25）。
11/15
スカイデッキイルミネーションの点灯開始
（～2013/2/28）
フィンランド・サンタクロース・ファウンデーション
11/22 公認のサンタクロースが来日
（当空港への到着は3年連続5回目）
国際線出発制限区域にて、小林豊子きもの
11/23 学院による「訪日外国人向け着物体験
コーナー」を開設（23日、25日）
旅客ターミナルビル3階の「銘品館」全面
12/1 リニューアルオープン。セントレアオリジナル
ブランド「空屋甘三郎」販売開始
12/2

セントレアホールで、第3回「セントレア囲碁
まつり」を開催

中部国際空港利用促進協議会事業として、
12/5 地元の高等学校の教師・代理店に対し、
教育旅行説明会（海外・国内）を開催
12/11

旅客ターミナルビル連絡通路でのグリーンカーテン共同育成活動への協力
について、愛知県立半田農業高等学校へ感謝状を贈呈

12/11

北朝鮮が、「事実上の長距離弾道ミサイル」
と称するミサイルの打ち上げを実施

12/14

商業店舗がオープン（「直営外貨両替店 南ウイング店」・国際線出発制限
エリア）

12/13

成田国際空港A滑走路、初の全面運用
（3,250ｍ→4,000ｍ）

免税店「フェラガモ・ブティック」がリニューアル。
12/14 「フェラガモ・ブティック」としては世界で初めて
宝飾品の取扱開始

12/13 岩国錦帯橋空港開港

免税店に「オメガ・ブティック」がオープン。
12/14 オメガのブティック形式の店舗として、
中部地域初出店

12/13

12/14

中部臨空都市に株式会社東京かねふく「め
んたいパーク」がオープン

免税店「時計売り場」を独立店舗とし、時計店「THE WATCH PLAZA」として
第46回衆議院議員総選挙で、自民党が圧
12/16
オープン
勝

12/27 エアアジア・ジャパンが、2013年3月からの福岡便就航を発表

12/26

自民党の安倍総裁が内閣総理大臣に就任
し、第2次安倍内閣が発足
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