
 

  2017年 8月 4日 

全日空商事株式会社 

ＡＮＡブルーが美しく映える別注バッグ 『ＴＵＭＩ ｆｏｒ ＡＮＡ』  
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にて、9月 1日より発売 ～ 
 

全日空商事株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：西村 健）は、運営する ANA 公式 EC サイト

「A N A
エーエヌエー

 STORE
ス ト ア

/A N A
エーエヌエー

ショッピング A
エ

-
ー

style
スタイル

」（http://www.astyle.jp/）にて、ビジネスパーソンに人気のブ

ランド「TUMI（トゥミ）」の別注バッグ 『TUMI for ANA』 を 9月 1日より発売いたします。 

■ 高品質・高機能の TUMIの魅力はそのまま、ANA らしさで “特別感” を演出！！ 

出張や旅行、デイリーにも使える高品質・高機能な TUMI 定番の５型に、ANA のコーポレートカラーである

ブルーをポイントとして採用し、特別感を演出。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【こだわりポイント】  

◆ 『TUMI for ANA』は、ANAのコーポレートカラーである「青（ANAブルー）」をポイントとして使用！ 

◆ 内装生地にはフィンマークをイメージしたデザインを採用し、カラーもＡＮＡブルーを使用！ 

◆ 付属のタグには ANAのロゴを配し、TUMI for ANA 感を演出！ 

  

 

 

■ 販売チャネル 

ANA公式 ECサイト「ANA STORE/ＡＮＡショッピング A-style」 限定で発売 

【発 売 日】 2017年 9月 1日 

【特集 URL】 https://www.astyle.jp/disp/CSfSpeDispListPage.jsp?dispNo=020001083 
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ANAブルーが目を惹く、こだわりの
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(別注品 『TUMI for ANA』 全５商品) 

 

レザータグには 
TUMI と ANAの両ロゴ 
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 ① ＜ANAオリジナル＞ TUMI for ANA 19DEGREE 
 POLYCARBONATE インターナショナル・キャリーオン 

・流れるような立体的なケースデザイン 

・機内持ち込み可能サイズ 

・軽量なポリカーボネイト素材をフィルムで覆ったメタリックな質感 

・強度のあるフレームデザインと整然とした収納を可能にする機能を兼ね備えた内装 

・シェルの上部にモノグラムパッチ 

◆サイズ：H54.5 x W35.5 x D23 cm  ◆価格：￥77,760 (税込)   

 ② ＜ANAオリジナル＞ TUMI for ANA ALPHA2 

エクスパンダブル・オーガナイザー・コンピューターブリーフ 

・トゥミの代表的な素材「FXT バリスティックナイロン」を使用した、ビジネス&トラベルコレクション

である ALPHA 2の 2気室のブリーフケース 

・メインコンパートメントは拡張機能を備え出張からデイリーユースまで対応可能 

・サブコンパートメントは取り外し可能な PC スリーブ（保護パッド付き）、アコーディオン式の書類

スペース付き 

・折りたたみ傘やペットボトルの収納に便利なフロント撥水加工ポケット 

・ラゲージへのセットアップが可能な背面スリーブ機能 

・特許取得のショルダーベルトは付根部分が可動し、肩への負荷を軽減    

◆サイズ：H30.5 x W40.5 x D14 cm  ◆価格：￥75,600 (税込)    

 ③ ＜ANAオリジナル＞ TUMI for ANA ALPHA2 
   スリーウェイ・ブリーフ 

・ブリーフ、メッセンジャー、バックパックとして使えるスリーウェイ・ブリーフ 

・ブリーフとして使用する際はバックパックのストラップは本体に格納可能 

・ラップトップ用の収納スペース、携帯電話やバッテリー、コードの収納に便利なポケット付き 

・バッグ本体から鍵の紛失を防ぐキーフック付属 

・折りたたみ傘やペットボトルの収納に便利な撥水加工ポケット 

・特許取得のショルダーベルトは付根部分が可動し、肩への負荷を軽減 

◆サイズ：H30.5 x W42 x D15 cm  ◆価格：￥75,600 (税込) 

 ④ ＜ANAオリジナル＞ TUMI for ANA ALPHA2 

イースト・ウェスト・エクスパンダブル・トート 

・ALPHA2 コレクション、日本限定スタイルのトート 

・肩掛け可能な長さのハンドルで拡張機能を装備 

・トップの開口部は安心なジッパー付き 

・フロントハンドルの間には、携帯電話をさっと取り出せるオープンポケットを装備 

・ラゲージへのセットアップスリーブ、フロントの撥水加工ポケット装備 

◆サイズ：H30.5 x w40.5 x D7.5 cm  ◆価格：￥64,800 (税込) 

 ⑤ ＜ANAオリジナル＞ TUMI for ANA CAMDEN コミューター・ランヤード 

・トゥミのロゴ入りのレザーID カードホルダー 

・クリアポケットに加え、裏面にもポケットを装備 

・ギフトとしても人気のアイテム 

◆サイズ：H7.5 x 10.5 x D0.25 cm  ◆価格：￥14,040 (税込) 

■ 商品一覧 



 

■ 「TUMI（トゥミ）」について 

1975 年の創業以来、トゥミは、暮らしの中の移動をより快適に、楽に、そして美しくするためのビジネス＆トラ

ベルバッグやアクセサリーを創りつづけてきました。卓越した機能性と創造の精神を融合させ、アクティブに活

動する人々の旅をより快適でパワフルなものにするための生涯のパートナーとなるべく努力をしています。トゥ

ミ製品は、世界中のグローバルシチズンに向けてアメリカでデザインされ、世界 75 ヶ国以上の 1900 を超える

拠点で販売されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全日空商事 会社概要】 

全日空商事は 1970年、ANAの航空機運航業務に必要な物品調達、空港店舗業務等を目的に設立されました。

その後、40 年以上にわたる活動を通して、多彩な事業を展開。「エアライン系商社」というユニークな存在として、

独自の道を歩んでいます。 

[社 名] 全日空商事株式会社  

[代 表 者] 西村 健 （にしむら・けん） 

[設 立] 1970年 10月 15日 

[所 在 地] 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター TEL：03-6735-5011（代） 

[資 本 金] 10億円     

[売 上 高 ] 連結 1,368億円、単体 604億円（2016年度） 

[株 主] ANAホールディングス株式会社 

[従業員数] 連結 2,202名、単体 440名（2017年 3月 31日現在） 

[株 主] ANAホールディングス株式会社 

[U R L] http://www.anatc.com/ 

 
 
 

 
＜本件に関するお問合せは下記までお願いいたします＞ 

全日空商事株式会社  経営企画部  広報担当 早藤・森川 
TEL：03-6735-5090  FAX：03-6735-5035 

 

 

                   

 
ANA STORE/ANAショッピング A-styleがセレクトする商品やオリジナル開発商
品を取り扱う ANA公式のショッピングサイト。 
ANAマイレージクラブ会員を対象に、搭乗によって獲得したマイルを ANAショッ
ピングポイントに交換し、サイト内でのショッピングに利用できるとともに、現金や
クレジットカードでのお支払い分に対して ANAのマイルもしくは ANAショッピング
ポイントが貯まるサービスも行っています。 

 

/ （ http://www.astyle.jp/ ） 

http://www.anatc.com/
http://www.astyle.jp/

