中部国際空港のあゆみ
（２０１４）
セントレア関係

2014

その他の出来事

国際線出発コンコースにて、
1/10 「常滑焼で乾杯！セントレア新春の
振る舞い酒」を開催

1/3

東京・有楽町駅前で火災
東海道新幹線が一時運休するなど６０万人
に影響

国際線チェックインカウンター上部に
1/10 マネキンを設置し、ウインターリゾート
ぎふ郡上をPR(～3/31)

訪日外国人が初めて年間1,000万人超え。
1/17 日本政府観光局（ＪＮＴＯ）が2013年の訪日
外国人旅行者数（推計）を1,036万人と発表

1/24 福岡（西鉄福岡天神駅）にて、福岡路線・観光PRイベントを開催(～1/25)

1/21

タイ政府が、バンコクとその周辺に非常事態
宣言を発令

濃飛バスが、セントレア＝飛騨高山線を
実験運行開始(～10/31)

2/7

ロシア・ソチにて冬季オリンピック開幕（～
2/23）

旅客ターミナルビル各所にて、
2/11 日常生活を表現する雛人形「福よせ雛」
を展示（～3/16）

2/21

オーストリアと首都圏空港を含む
航空自由化（オープンスカイ）協定を締結

2/15 鹿児島（天文館地区）にて、鹿児島路線・観光ＰＲイベントを開催（～2/16）

2/23

名古屋駅近くで歩道に車が突入
13人がけが

1/25 「空港音楽祭2014・麗春」を開催（～1/26）

1/31 名古屋鉄道が、外国人向けの「昇龍道高速バスきっぷ」を発売

2/1

セントレア開港9周年
2/17 セントレアウェブ多言語サイト（中国語簡体字
・中国語繁体字・韓国語）を全面リニューアル
2013年セントレアCS表彰式
2/20 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
3/1

金山総合駅にて、東南アジア路線・観光ＰＲイベントを開催（～3/2）

3/5

県営名古屋空港に向かう小型飛行機が、
豊田市の山中に墜落し、2名が死亡

3/3

ＡＮＡが、「ひなまつりフライト」を実施

3/7

日本一高い「あべのハルカス」が全面開業

3/17 エアアジアX・クアラルンプール線が新規就航

3/8

クアラルンプールから北京に向かうマレーシ
ア航空機が、乗客乗員239名を乗せ消息不
明

ムスリム旅行者向けに「礼拝室」を設置
3/17 「ポークフリー・アルコールフリーメニュー
」の提供を開始

3/8

県営名古屋空港のＦＤＡが、
ティーグリーンの8号機を新規導入

3/18

「ドリームリフター・オペレーションズ・
センター」が本稼働

3/10

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「かみたか」配備

3/21

「第２プレミアムラウンジ セントレア」が
リニューアルオープン

3/30

県営名古屋空港のＦＤＡが、
山形便を新規就航（1日1往復）

SKYTRAX社による顧客サービスに関する
3/28 国際空港評価「Best Regional Airport Asia
Award 2014」を受賞

ＡＮＡのボーイング747型機が運航を終了
3/31 国内線におけるボーイング747型機が姿を
消す

3/30 2014年夏ダイヤがスタート（国際線27都市295便、国内線18都市75便）
3/30

セブパシフィック航空・マニラ線が新規就航
スターフライヤー・福岡線が新規就航

4/1

旅客施設使用料を改定
（消費税率引き上げによる新税率の適用）

4/1

消費税率引き上げ（5％⇒8％）

4/8

「セントレアまるわかりツアー」の参加者が
20万人を達成

4/16

韓国南西部でフェリーが沈没
高校生ら290名以上が死亡
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4/22 新国際線バス搭乗口を供用開始

その他の出来事
4/17

常滑市が、「トコタン」を市公式キャラクター
に任命

5/22

タイ陸軍が、クーデターで全権を掌握したと
発表

免税店南館にて、
4/22 「家電ＰＬＡＺＡ総合店」が新規店舗オープン
「アマノドラッグ」がリニューアルオープン
4/22 国際線出発制限エリア内に「礼拝室」を設置

4/24

商業店舗が期間限定オープン
（「木曽奈良井宿 きむら」・4階）

中部国際空港二本目滑走路建設期成同
4/24 盟会が、中部国際空港の機能強化（完全
24時間化）に関する国への要望活動を実施
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実施（～10/31）

5/15

2013年度セントレアグループ連結決算発表
増収増益で4期連続の黒字を実現、累積損失を解消

6/1

「アイアンマン70.3セントレア知多・常滑ジャパン」を開催

6/12 ブラジルにてワールドカップ開幕（～7/13）

6/7

札幌にて、北海道路線・観光PRイベントを開催（～6/8）

6/21

群馬県の富岡製糸場が、国内18件目の世
界遺産に

5/30

小鈴谷・鬼崎両漁協と共同で、
空港沖合で取れたアサリ100ｋｇを地元の皆様へ配布

6/20

旅客ターミナルビル2階国際線到着口に忍者トリックアートを設置し、
三重県伊賀市をＰＲ（～10/31）

国内線保安検査場において、
6/23 ミリ波パッシブイメージング装置の実証試験
を実施（～7/3）
6/30

セントレア南側地区整備事業
500番台スポットの整備着手を発表

7/3

旅客ターミナルビル3階出発ロビーに海女のマネキンを設置し、
三重県の観光をＰＲ（～10/8）

7/1

エアアジアが、新会社「エアアジア・ジャパ
ン」の設立を正式発表

7/6

旅客ターミナルビル4階イベントプラザの
新大型映像装置（「セントレアSORAビジョン」）
をお披露目

7/11

長野県南木曽町にて、
ＪＲ中央線の鉄橋が土石流で流出（～8/5）

7/17

アクセスプラザ案内所裏に金魚を展示し、
弥富金魚をＰＲ（～8/6）

アムステルダムからクアラルンプールへ向か
7/17 うマレーシア航空機が、ウクライナで墜落し、
乗客乗員298人が死亡

7/18 セブン銀行が、国際線出発搭乗待合室にＡＴＭ機を設置

7/17

名古屋商工会議所にて、「名古屋ナモ締め
プロジェクト」発起人会議が開催

7/19 第6回「セントレア盆踊り」を開催（～7/20）

7/23

高雄から澎湖島に向かう復興航空機が、着
陸失敗し、乗客乗員49名が死亡

旅客ターミナルビル4階イベントプラザにて、
7/19 「ＮＧＯ ＳＡＫＥ ＦＥＳＴ 2014 夏の陣」
を開催（～7/21）
7/19 福岡（西鉄福岡天神駅）にて、福岡路線・観光PRイベントを開催(～7/20)

7/23

クリスティアーノ・ロナウド選手が来港
臨時駐車場の特設ステージにて、歓迎セレモニーを開催

7/23

旅客ターミナルビル4階イベントプラザにて、
なごやのルーツ 志段味古墳群をＰＲ（～7/24）
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旅客ターミナルビル4階イベントプラザにて、
7/26 世界コスプレサミット2014のオープニング
イベントを開催
7/28

旅客ターミナルビル4階イベントプラザにて、
海部地区の魅力をＰＲ

中部国際空港二本目滑走路建設期成同盟会が、
7/31 中部国際空港の機能強化（完全24時間化）に関する国への
要望活動を実施
8/1

日本航空・釧路線、帯広線が就航（～8/31）

8/1

セルフチェックインの認知度向上のための
キャンペーンを実施（～8/31）

8/1

旅客ターミナルビル2階国際線到着コンコースにて、
JICAボランティア写真展開催

8/9

シンガポール航空のＡ380型機がセントレアに飛来
（8/9・13の両日）

9/6

セントレア内各所にて、「『空の日』エアポートフェスタ」を開催

9/18 香港エクスプレス・香港線が新規就航

9/18

セントレアが名古屋市と連携して行う事業
「ナゴヤSKYバス」が運行開始（～10/19）

訪日外国人向け手ぶら観光サービスを開始
10/1 訪日外国人向け観光ＰＲ施設「Tourist
Information＆Service」を開設

ＷＨＯが、エボラ出血熱の感染拡大で緊急
事態を宣言

9/25

名古屋駅が雨で冠水
地下鉄東山線が9時間にわたって運休

9/27

長野県と岐阜県の県境に位置する御嶽山が
噴火

9/30

外務省が、インドネシア、フィリピン、ベトナム
に対して数次ビザの発給を緩和

10/1 東海道新幹線が開業50周年

10/1

「昇龍道プロジェクト推進協議会」が、観光
庁長官表彰を受賞

10/1 既設の礼拝室の近隣に、小浄設備を設置

10/12

常滑市制60周年を記念し、「とこなめ山車ま
つり」が開催

10/8 「松阪牛」をセントレアから出荷

10/18

三菱航空機が、愛知県豊山町の三菱重工
小牧南工場にてＭＲＪ機体を初公開

空港島内の特設会場にて、
ゆるキャラ®グランプリ2014が開催（～11/3）

11/13

愛知県が、中部空港連絡道路の半額化を
含めた有料道路の事業変更案を発表

「ディズニープリンセス/ドリームイルミネー
11/10 ション 2014 in 10th Anniversaryセントレア」
がスタート（～15/3/31）

11/21

イオンモールが、「イオンモール常滑」の起
工式を実施

10/1

非制限エリア店舗の訪日外国人向け消費税
免税販売を拡充

8/8

10/10

航空旅客数1億人達成記念セレモニーを開催
開港10周年記念事業スタート

10/16

商業店舗が期間限定オープン
（さつまいもすうぃーつ専門店「芋花恋」・4階）

臨時駐車場にて、
10/18 「はたらくクルマ大集合！ in セントレア」
を開催（～10/19）
10/26

2014年冬ダイヤがスタート
（国際線26都市280便、国内線18都市79便）

チャイナエアライン・台北線が増便（週13便→週14便）
10/26 ANA・羽田線が就航
ジェットスター・ジャパン 熊本線が就航
10/26 金山総合駅にて、熊本路線・観光ＰＲイベントを開催（～10/27）
11/1
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11/20 「ボージョレ・ヌーヴォー2014 セントレア限定ラベル」販売開始

11/26 セントレア直営外貨両替出発ロビー店をリニューアルオープン

11/27

旅客ターミナルビル2階国内線到着コンコースにて、
木曽路を紹介する写真を展示

12/1 「おみやげ館」がリニューアルオープン

ニューヨークからソウルに向かう大韓航空機
12/5 内にて、ナッツの袋をめぐり、同社副社長が
航空機を引き返させる

旅客ターミナルビル4階イベントプラザにて、
12/12 「ＮＧＯ ＳＡＫＥ ＦＥＳＴ 2014 冬の陣」
を開催（～12/14）

12/10

名古屋大学の天野教授ほかが、ノーベル物
理学賞を受賞

12/14

第47回衆議院総選挙
安倍政権が続投

12/20

日本航空・バンコク線が就航
フィリピン航空・セブ線が就航

12/22 「飛騨牛」をセントレアから出荷

12/15 香港における民主化デモが終結

アクセスプラザの中部国際空港
観光案内所が外国人観光案内所
12/25
認定制度に基づく最高位、
「カテゴリー３」認定を取得

12/17

12/27 中国東方航空・武漢線が就航

スラバヤからシンガポールへ向かうインドネ
12/28 シア・エアアジア機が、ジャワ海で墜落し、乗
客乗員162名が死亡

ＪＲ東海が、名古屋、品川の両駅にて、
リニア中央新幹線の工事着工祈願式を開催

