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新作「ANA 塗り絵カレンダー」登場！！ANA カレンダー2017
～ANA STORE/ANA ショッピング A-style にて 8 月 16 日より予約販売開始！！～
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、ANA 公式 EC サイト「ANA STORE/ANA シ
ョッピング A-style」にて毎年 ANA カレンダーを各種発売しており、ご好評をいただいています。
2017 年版の ANA カレンダーは全 12 種類、8 月 16 日より順次予約販売を開始いたします。人気の定番カレンダー
に加え、今年は新作「ANA 塗り絵カレンダー」が登場いたします。

■航空写真家ルーク・オザワ氏撮り下ろし写真をモデルに再現！新作「ANA 塗り絵カレンダー」
＜表紙＞
＜中面＞

9/15～予約販売開始

塗り絵イラストは航空写真家ルーク・オザワ氏が実際に撮り下ろした写真をモデルに再現しています。ANA カラー
を忠実に再現しても、ANA カラーに捕われることなくご自身のお好きなカラーリングにしても自由！世界でたった
1 つのオリジナルのカレンダーが作れます。大人から子供までお楽しみ頂ける楽しいカレンダーです。
●航空写真家 ルーク・オザワ氏からのメッセージ
2017 年用で僕が撮影を担当して早くも 20 年が経ちました。毎年変わりゆく季節の
中、ＡＮＡ機を追いそして絵づくりを楽しんできました。ときには構えたところに来て
くれなかったり。その瞬間曇ったりの状況は日常的でした。それでも待つことで思
い描いた絵やそれ以上の絵が構築された時の気持ちはひとしおです。今年もまた
皆様にとって素敵な 1 年が送れるよう選んでみました。ご満足いただければ幸甚で
あります。
航空写真家ルーク・オザワ

■第 67 回全国カレンダー展入賞作品の 2017 年版も販売！！
ANA カレンダー「VIEW FROM THE COCKPIT」と「ANA GRAPHIC GALLERY
Calendar」の 2016 年版は、第 67 回全国カレンダー展において「文部科学大臣賞」
銀賞、「日本商工会議所会頭賞」金賞を受賞※しました。2017 年版もご期待くださ
い！
ANA グラフィックギャラリー ☛
「日本商工会議所会頭賞」金賞受賞！！

☚ VIEW FROM THE COCKPIT
「文部科学大臣賞」銀賞受賞！！

※一般社団法人日本印刷産業連合会・株式会社日本工業新聞主催の第 3 部門（販売用カレンダー）

■2017 年 ANA カレンダー一覧
①

ANA
塗り絵カレンダー

9/15～予約販売開始

②

2017 年版
表紙決定！

※価格は全て税込、配送料込価格
③

Ｗｅｌｃｏｍｅ Ａｂｏａｒｄ

ANA フライトカレンダー
（小型カレンダー付き）

2016 年版
表紙

2016 年版
表紙

▼小型カレンダー
2016 年版

※ 完成品は仕様・写真・デザイン等
一部変更になる場合がございます。

① 航空写真家ルーク・オザワ氏が実際に撮り下ろした写真をモデルに再現した塗り絵イラストを掲載。
/サ イ ズ：20.0×20.0cm \1,728
② ANA スタッフが国内外の現地情報を動画と音声で解説するＡＲ機能付き。12 月はフィギュアスケートの羽生結弦選手
が小樽（北海道）を紹介します。

/サ イ ズ：75.3×39.0cm \2,160

※AR コンテンツの利用は専用アプリのダウンロードが必要です。
③ 日本各地の美しい景色を背景に ANA 機が飛ぶ。便利な小型カレンダー付き
サ イ ズ：大 72.8×51.5cm（B2）、小 25.6×19.0cm \3,780 ※1
④

ANA グラフィックギャラリー特大版

⑤

ANA スーパーフライトカレンダー特大版

2016 年版
表紙

⑥

ANA ワンダーアースカレンダー

2016 年版
表紙

2016 年版
表紙

④ 特大サイズの迫力で世界各地の絶景に思いを馳せる/サ イ ズ：103×72.8cm（B 全） \5,292
⑤ 特大サイズの迫力で ANA 機の力強さと機体の美しさが楽しめます/サ イ ズ：72.8×103cm \5,292 ※1
⑥ 地球の美しい風景や遺跡や生き物たちの姿をとらえた！/サ イ ズ：59.4×42.0cm（A2） \2,160
⑦

ANA Twilight Airport カレンダー
2016 年版
表紙

⑧

ANA 機窓カレンダー

⑨

ＡNA 卓上メモカレンダー
2016 年版
表紙

2016 年版
表紙

⑩

ＡNA 卓上絵はがきカレンダー
2016 年版
表紙

⑦ 夜空に浮かぶ滑走路の誘導灯など、色鮮やかな灯りが印象的な空港の夜景/サ イ ズ：59.4×42.0cm（A2） \2,592
⑧ ANA 機内から撮影した美しい日本の風景が旅心を魅了します/サ イ ズ：59.4×42.0cm（A2） \2,160
⑨ ANA 機の美しい姿とスケジュールが書き込めるメモ面付き卓上カレンダー/サ イ ズ：14.5×18.0cm \1,728 ※2
⑩ ANA 機の写真を楽しみながら、ポストカードとしても使えるカレンダー/サ イ ズ：10.5×20.5cm

\1,296 ※2

⑪

VIEW FROM THE COCKPIT

⑫

TEAM ANA カレンダー（卓上）

2016 年版
表紙

2016 年版
表紙

発売日未定

⑪ まさにパイロット気分！機内コックピットの前方左右 180 度に広がる絶景を揃えたカレンダー/サ イ ズ：36.4×51.5cm
（B3）、\3,240
⑫ 航空機内や空港内で撮影した、ANA のパイロット、キャビンアテンダント、グランドスタッフ、整備スタッフ等で綴るカレ
ンダー/サ イ ズ：17.8×18.2cm \1,944
※1. 別売の専用額縁をご用意しています。
※2. お得な「卓上カレンダーセット（⑨＋⑩）」の販売あり：\2,592

●発売開始日：①は 9/15 発売、⑫は発売日未定、その他のカレンダーは 8/16 発売となります。 （予定）
●お届け時期：11 月下旬以降の予定です。
●ANA カレンダー2017 特集：http://www.astyle.jp/disp/CSfSpeDispListPage.jsp?link=middle_01&dispNo=020001022
力強い ANA 機の勇姿を捉えた ANA カレンダーは、航空写真家ルーク・オザワ氏が
撮影した数百枚の写真の中から、ルーク・オザワ氏と ANA
カレンダー担当者が厳選しています。個々の写真はもちろ
ん、背景や機体の構図など全体のバランスを見たり、また
カレンダーなので季節感も考えながら選定をしています。
四季折々の日本の美しい景色と飛行機とを絡めた写真が特徴のカレンダーです。
（ http://www.astyle.jp/ ）

/

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、ANA のマイレージがショッピングごとに貯められ、搭乗によって獲得
したマイレージを 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
に利用できるサービスも行っています。
オリジナル開発商品としては、「ANA DESIGN」シリーズをはじめ、
「ANA TRAVEL LINE」シリーズの旅行グッズ、航空機部品の再生メモリアルグッズの「Reproduced goods」シリーズ
など航空機ファン垂涎の商品群など、ANA のグループ企業ならではの商品群を続々発表しています。
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＜本件に関するお問合せは下記までお願いいたします＞
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