Centrair Group News
２０２０年１月１７日

セントレア開港１５周年記念の取り組みについて
中部国際空港セントレアは、２００５年の開港以来、多くのお客様にご利用いただき、来たる２０２０年
２月１７日に開港１５周年を迎えます。セントレアでは、開港以来、空港をご利用・ご支援くださるすべて
の皆様への感謝の意を伝える機会として、様々なイベントや記念商品の販売などの取り組みを予定しており
ますので、ご案内いたします。
１．開港１５周年記念の主な取り組み
概要・目的
（１）開港１５周年記念イベン

開港１５周年を記念し、２月１７日にセレモニーを実施するととも

ト

に、これまで人気の高かったイベントなどを実施します。

（２）地域への感謝と連携の

地元企業の皆さまと連携し、日頃セントレアをご愛顧くださるお客

記念イベント

（３）記念フェア＆記念商品

様や地域の皆様に楽しんでいただけるイベントを実施します。
空港ならでは、セントレアならではの記念フェアや記念商品の販売
を行います。また、１５周年を記念した旅行商品も販売します。

上記の開港１５周年記念事業の取り組みのうち、現在実施が決定している企画を次頁に記載の通り です。
２．取組期間
２０２０年１月～２０２０年３月頃を予定
※一部の取り組み（記念グッズの販売等）は３月以降も実施予定
３．空港内の装飾およびロゴマーク
上記の取組期間中、セントレア館内の各所に１５周年を記念した装飾
を施します。また、オリジナルキャラクター「なぞの旅人フー」をあし
らった１５周年バージョンのロゴマークを制作し、記念商品のデザイン
などに利用されます。
４．セントレア WEB でのご案内
開港１５周年記念事業を一元的にご案内する「開港１５周年スぺシャルサイト」を公開中です。
https://www.centrair.jp/special/15th/
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（１）開港１５周年記念イベント
■

開港１５周年記念セレモニー
開港１５周年を記念して製作したモニュメントの除幕式や、先着で記念品をお客様にプレゼントしま

す。
・日時

２月１７日（月）１２時～１２時３０分

・場所

第１ターミナル４階イベントプラザ

・参加者

中部国際空港(株)代表取締役社長

犬塚

力

セントレアオリジナルキャラクター「なぞの旅人フー」ほか
■

開港１５周年記念「セントレア空港音楽祭２０２０」
毎回、様々なジャンルのプロ、アマチュアミュージシャンが
熱演を繰り広げる「セントレア空港音楽祭」も今回が１５回目
の開催となります。
２月１６日には開港１５周年を記念してセントレアイメージ
ソング「翼があるなら」を歌う八神純子さんもスペシャルゲ
ストとして登場します。
・日時

２月１５日（土）
、１６日（日）

・場所

第１ターミナル４階イベントプラザ
セントレアホール

■

開港１５周年記念「セントレア就航都市物産展」
セントレア就航便のある国内１１都市から人気のグルメやおみやげ品を集めた物産展を開催しま す。
・期間

２月１７日（月）～３月２２日（日）

・時間

１０：００～１８：００（最終日は１７：００まで）

・場所

第１ターミナル４階

イベントプラザ

■ 開港１５周年記念「セントレアフレンズランド」
セントレアのオリジナルキャラクター「なぞの旅人フー」をはじめとした、セントレアフレンズを
モチーフにしたふわふわや絵付け体験など体験型コンテンツをお楽しみいただくイベントです。
・日時

２月１１日（火・祝）１１時～１７時

・場所

第１ターミナル４階

イベントプラザ
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（２）地域への感謝と連携の記念イベント・企画
■

太平洋フェリーきそ就航１５周年・セントレア開港１５周年記念ランチクルーズ
・日時

３月１５日（日）

・詳細

伊勢湾内を航海するランチクルーズにて、セントレアのオリジナルキャラクター
なぞの旅人フーが乗船し抽選会やセントレアの紹介ブース、船上からの撮影会などを予
定しています。なお、ランチクルーズのお申込みは太平洋フェリーウェブサイトで受け
付けています。

・主催

太平洋フェリー株式会社
http://www.taiheiyo-ferry.co.jp/cruise/pdf/isecruise_2020spring.pdf

■ プロバスケットボールＢリーグシーホース三河ホームゲームを開港１５周年記念ゲームとして開催
地元愛知県内に本拠地を構えるプロバスケットボールＢリーグ
２チーム同士が対戦するゲームを「開港１５周年記念ゲーム」
として開催します。
・試合名

開港１５周年記念 セントレア Presents
シーホース三河 VS 三遠ネオフェニックス

・日時

１月２２日（水）１９：０５

試合開始

・場所

ウィングアリーナ刈谷（愛知県刈谷市）
https://www.centrair.jp/topics/1244451_1661.html

（３）記念フェア＆記念商品
■

アリスダイニング「Berry Strawberry Lunch」を開催
開港１５（いちご）周年を迎えるにあたり、滑走路を間近に望む「アリスダイニング」にて、例年の

企画を大幅にパワーアップして開催します。愛知県産のいちごで作られたスイーツのサイドビュッフェ
の他、愛知県産食材を数多く取り入れた特別メニューをご提供します。
・期間

１月１５日（水）～４月５日（日） ※水曜（定休日）及び貸切営業日を除く

・店舗

第１ターミナル センターピア３階 アリスダイニング

・営業時間

ランチタイム１１：００～１５：００（１３：３０ラストイン）

・料理

Ａコース（９０分制）４，６００円、Ｂコース（１２０分制）６，２００円、
平日限定コース（９０分制）３，６００円 ※全て税・サービス料込

■

展望風呂「風の湯」で「なぞの旅人フー風呂」を開催
滑走路を一望できる展望風呂「風の湯」にて、セントレアのオリジナルキャラクター「なぞの旅人フ
ー」の玩具約１，０００個を一面に浮かべた「なぞの旅人フー風呂」を初めて開催します。
・期間

１月２６日（日）～４月５日（日）

・店舗

第１ターミナル４階展望風呂「風の湯（フーのゆ）」

・営業時間

８：００～２２：００（最終受付 ２１：００）※毎月第３水曜日は１８：００まで
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■

空港内各店舗で開港１５周年記念フェアを開催
商業店舗から、
“１５周年”にちなんだこだわり商品を販売いたします。
また、セントレア内の対象店舗で１，０００円（税抜）お買い上げの方に１５周年記念ロゴをあしらっ
たオリジナルステッカーをプレゼントします。（※引き換え条件など詳細はウェブサイトにてご案内）

■

・期間

２月１７日（月）～３月２２日（日）※無くなり次第終了

・店舗

第１ターミナル３階・４階、ＦＬＩＧＨＴ ＯＦ

ＤＲＥＡＭＳの各参加店舗

開港１５周年記念梅酒「十五年甕仕込み梅酒」を発売
知多半島の地酒ブランド「國盛」で有名な中埜酒造株式会社と共同で商品開発した限定梅酒を発売いた
します。

■

・期間

１月１５日（水）から

・店舗

第１ターミナル３階銘品館（地酒名産コーナー）、第１ターミナル国際出発制限エリア内

・価格

１１,０００円（税込）※免税価格１０,０００円（容量：７２０ｍｌ）

・販売数

限定５００本

開港１５周年記念オリジナルグッズを発売
セントレアオフィシャルショップ「ＳＯＲＡ

ＭＯＮＯ」では、１５周年ロゴや

セントレアフレンズのイラストをあしらった記念グッズを発売いたします。
・期間

１月１５日（水）から

・店舗

第１ターミナル４階セントレアオフィシャルショップ
「ＳＯＲＡ

・商品
■

ＭＯＮＯ」

１５周年記念メダル（色あり・シリアルナンバー入）

９００円（税抜）

セントレアオフィシャルＬＩＮＥスタンプを発売
無料通信アプリ「ＬＩＮＥ（ライン）
」にてセントレアフレンズを

あしらったオフィシャルＬＩＮＥスタンプを発売します。

■

・期間

１月１５日（水）から

・販売店

ＬＩＮＥ

・価格

５０コイン（１２０円相当）

ＳＴＯＲＥ（ラインストア）

セントレア発着１５周年記念旅行商品を発売

開港１５周年を記念したセントレア発着旅行商品を発売します。
・期間

２０１９年１２月より販売中（催行日は２０２０年１月以降）

・販売店

クラブツーリズム、ＪＴＢ旅物語、阪急交通社

ほか

ほか
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上記のほかにも、この時期に実施される各種イベントでも開港１５周年を記念した企画を実施予定です。

（開港１５周年期間中に実施予定の主なイベント）
■ 第５回全国武将隊大博覧会ー宴ー
日本全国から名古屋おもてなし武将隊をはじめとする人気武将隊１２
隊がセントレアに集い、海外でも人気のサムライに関するイベントを開催
いたします。
・期間

１月２５日（土）１０：００～１７：３０
２６日（日）９：３０～１７：３０

・場所

第１ターミナル４階 イベントプラザ ほか

■ 第４回航空ファンミーティング in セントレア ”AIRLINE EXPO IN JAPAN”
２０１６年から “飛行機好きによる飛行機好きのためのイベント” として開催している「航空ファン
ミーティング in セントレア」を今年も開催します。
イベント監修を務めるセントレアオフィシャルカメラマンの航空写真家チャーリィ古庄氏に加え、パラ
ダイス山元さんや“飛行機大好き女子”のミライスカート児島真理奈さんなど航空ファンで人気の著名人
も登場します。
・期間

２月１日（土）１０：００～１５：００

・場所

第１ターミナル４階 イベントプラザ ほか

■ サムライ×ＮＩＮＪＡウィーク
令和２年２月２２日の「忍者の日」は、空港内スタッフが忍者衣装やオリジナル「任務中」バッチを着
用しお客様をおもてなしするほか、忍者セグウェイツアーやフォトスポットの設置など人気の企画も実施
いたします。
さらに、２月１日（土）から２４日（月・祝）までの期間は、
「サムライ×ＮＩＮＪＡウィーク」と題し
て、武将や忍者をモチーフにした商品を販売予定です。
・期間

２月１日（土）～２４日（月・祝）

・場所

空港内各所

■ 空フラＨＡＷＡＩＩ２０２０in セントレア
ハワイを見て聞いて、体感できるイベント「空フラＨＡＷＡＩＩハワイ２０２０in セントレア」を開催
します。地元フラダンサーやハワイアンバンドによるハワイアンステージ、ハワイアンショップが集まっ
たショッピングコーナーなど様々なイベントを通じてハワイを感じることができます。
・期間

２月２２日（土）～２４日（月・祝）予定

・場所

第１ターミナル４階 イベントプラザ
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■ キルト＆クラフトフェア２０２０
キルトとクラフトを存分楽しんでいただける毎年恒例イ
ベント「キルト&クラフトフェア２０２０」を開催します。
フェア期間中は、キャシー中島さんや勝野洋輔さんによ
るトークショーや世界のキルト作品を楽しむ国際キルト
展「台湾キルト」を開催。また、全国から人気のキルトと
クラフトのショップが集結するキルト&クラフトマーケッ
トでお買い物もお楽しみいただけます。
・期間

２月２７日（木）～３月２日（月）
１０：００～１７：００ ※最終日１６：００まで

・場所

第１ターミナル４階 イベントプラザ、１階セントレアギャラリー

■ 第１６回アートキルトミュージアム
開港以来、毎年テーマを変えて開催している巨大キルトの常設展「アートキルトミュージアム」。
第１６回を迎える今回は、美しく、壮大で、驚きと感動・発見を与えてくれる｢世界の絶景｣をテーマと
し、２．５m×２mの巨大なキルト全１９作品を展示いたします。
・期間

２月２７日（木）～２０２１年２月中旬（予定）

・場所

第１ターミナル３階中央ロビー、４階イベントプラザ、アクセスプラザ２階 ほか

以上

