
 

 2015年 6月 24日 

全日空商事株式会社 

新制服を採用 「ANA BE
ベ

@
ア

RBRICK
ブ リ ッ ク

 CA10代目制服モデル」発売開始！ 

ECサイト「ANAショッピング A-style」にて 6/30～、 

空港店舗「ANA FESTA」では 6/28特別先行販売 

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 EC サイト「ANA ショッピング A
エー

-

style
スタイル

」にて、6月 30日より ANAの CA(客室乗務員)10代目制服を着たBE
ベ

@
ア

RBRICK
ブ リ ッ ク

を発売します。 

A-style での発売に先立ち、グループ会社である ANA FESTA 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：笠原 正

則）が運営する空港内ギフトショップ「A N A
エーエヌエー

 FESTA
フ ェ ス タ

」※にて、6月 28日に特別先行販売を行います。※羽田空港第 2ターミナ

ル 到着ロビーギフト店のみの販売です。 

 

■ANAの CA10代目制服がモチーフの BE@RBRICK 
BE@RBRICK は、メディコム・トイ社の「デジタルなイメージのテディベアを作る」というコンセプトにより 2001 年に誕生した

クマ型ブロックタイプフィギュアです。アーティストや企業などとコラボレーション(コラボ)した商品を多数展開し、人気を集

めています。当社では、2012年 9月より当時の CAやパイロットをモチーフとした、「BE@RBRICK ANA 3PCS SET BOX」

や、メッキ仕様にＡＮＡのイメージカラーを施したコラボ商品を販売し、ご好評をいただいており、今回でコラボ第 5 弾とな

ります。 

今回販売する「＜メディコム・トイ＞ANA BE@RBRICK 100% ANA CA10代目制服」は、2015年 2月 1日より一新された、

ANAのCAの制服をモチーフにしています。10代目となる新制服は明るいグレーを基調とし、アクセントとなるブルーライ

ンを施したデザインとなっており、BE@RBRICKでもその特徴を再現しました。 

 

■商品概要 
 

 

 

商 品 名：＜メディコム・トイ＞ANA BE@RBRICK 100% ANA CA10代目制服 

販売価格：1,944円（税込） 

サ イ ズ：全高約 7cm   重さ：25g 

仕 様：アンブレイカブルタイプ※ 

発 売 日：2015年 6月 28日 8時 30分～  ANA FESTA ≪特別先行発売≫                                                                                 

：2015年 6月 30日 10時～     ANAショッピング A-style 
       ※売り切れ次第販売終了となります。 
販売箇所：ANA FESTA 羽田空港第 2ターミナル 到着ロビーギフト店 

      ：ANAショッピング A-style 

特設サイト：「A-style BE@RBRICK特集」 
       http://www.astyle.jp/disp/CSfSpeDispListPage.jsp?dispNo=020001023 

 
※アンブレイカブルタイプ ： 通常の BE@RBRICKは、9つのパーツに分かれますが、アンブレイカブルタ

イプは、キーチェーンとして付けて持ち運んでも、パーツ等が外れにくい仕様となっています。本商品は、

ANA BE@RBRICK としては初のアンブレイカブルタイプです。スマートフォン等のイヤホンジャックに取り

付け可能なストラップが付いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWS RELEASE 

 

第 15-05号 

背面に ANAのロゴと 

「The 10th generation 2015.2.1～」 

がプリントされています。 

スマートフォン等のイヤホン 

ジャックに取り付け可能な 

ストラップ付きです。 

モチーフとした ANA CA新制服 
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【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   

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

[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 1,107億円、単体 777億円 （2013年度） 

[株 主] ANAホールディングス株式会社  

[従 業 員 数] 連結 2,121名、単体 374名（2014年 3月 31日現在） 

 

【ANA FESTA 会社概要】 
[社 名] ANA FESTA株式会社  

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

[代 表 者] 笠原 正則（かさはら・まさのり） 

[設 立] 1986年（昭和 61年）4月 21日 

[所 在 地] 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター 

[資 本 金] 5千万円  

[売 上 高] 214億円 （2014年度） 

[株 主] 全日空商事株式会社 

[従 業 員 数] 824名（2015年 4月 1日現在） 
 

 

 （ http://www.astyle.jp/ ） 

 
 

＜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 中島、森川、早藤 

TEL：03-6735-5090  FAX：03-6735-5035 

 

（ http://www.anafesta.com ） 

 
ANA が就航する国内 34空港に店舗を構える「ANA FESTA」では、各地

の名産品や飛行機グッズ・旅行カバンなどを販売するギフトショップや、

スピーディーに食事を提供するフードショップを展開。その地域ならでは

の商品を中心に、現地スタッフが厳選し、お客様の様々なニーズにお応

えできるよう幅広い品揃えを心掛けています。また、当店オリジナル商

品の開発や提案にも力を注いでいます。 

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。 

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

