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全日空商事と主婦の友社 ベビー向けサービスで提携
第 1 弾 「赤ちゃんごきげん沖縄の旅」を実施
全日空商事株式会社（東京都港区、代表取締役社長・西村健）と株式会社主婦の友社（東京都文京区、
代表取締役社長・荻野善之）は、小さな赤ちゃんを持つママ・パパの不安を解消し、子育てをより楽しん
でいただくことを目的に、ベビー向けサービスの協業を開始いたします。
第 1 弾として、2 歳以下の赤ちゃん連れのお客様限定のツアー「赤ちゃんごきげん沖縄の旅」を実施い
たします。ANA グループと主婦の友社が持つノウハウを融合することで、赤ちゃん連れのお客様のご要望
に応えるツアーを実現します。羽田＝那覇間の往復便の機内後方に当ツアーのお客様のための専用ゾーン
を設けて、エリア内に授乳スペースを確保し、ママさん CA を配置するなど、機内でも安心して赤ちゃんと
一緒の旅行をお楽みいただけます。また、主婦の友社が発行する育児雑誌 Baby-mo で活躍するトップカメ
ラマンによる撮影会や、発刊している絵本等のプレゼントを行います。さらに、ツアーへの協賛企業を募
り、様々なサービス(＊)をご提供する予定です。ツアーの詳細については、Baby-mo（12 月 15 日発売号）
誌面および ANA SKY WEB 内に掲載いたします。
今回の協業は、
「赤ちゃんと一緒に旅行に出掛けたい」という両社のお客様のご要望に応えるかたちで実
現しました。第 1 弾のツアーにご参加いただいたお客様からのご意見や気付きも、第 2 弾以降の展開に活
かしてまいります。
今後は、全日空商事と主婦の友社に共通するベビー・ママ・パパへの思いを、ひとつのブランドとして
立ち上げる計画です。Baby-mo の読者組織「ママ editors100 人」や ANA グループのママ・パパ社員の意見
を活用することにより、ベビー用品や旅行用品をプロデュースし販売することも予定しております。今回
の協業により、ファミリーが安心して旅行できる商品やサービスを提供し、子育てをより楽しんでいただ
く環境を目指してまいります。今後の展開にもぜひご期待ください。
＊「Baby-mo」のおすすめする赤ちゃんとの旅行を楽しむためのアイテムとして、おむつ・粉ミルク・おく
るみ・離乳食等をご用意します。

＜３つのポイントで赤ちゃん連れでも安心してご旅行をお楽しみいただけます＞
① 機内の後部座席はツアー専用です。泣いても大きな声を出しても、まわりはみんな赤ちゃん連れで
す。おむつ交換台付きトイレや授乳スペースもあり安心です。
② ご宿泊ホテルは広くてゆったり。カヌチャベイホテル＆ヴィラズをご用意しました。
③ 機内やホテルでは紙おむつ、粉ミルク、離乳食をご用意していますので、荷物が多くなりがちなご
旅行の負担が軽減します。
【ツアー名】 「赤ちゃんごきげん沖縄の旅」
【旅行期間】 2017 年 2 月 26 日(日)～2 月 28 日(火)・2 泊 3 日 ※羽田発着
【販売開始】 2016 年 12 月 21 日(水) 14：00～
【定

員】 最大 41 組（このツアーにご参加いただける赤ちゃん（0～2 才）は 41 名限定です）

【旅行代金】 （3 日間レンタカープラン／おひとり様）
大人（12 歳以上） \56,200 ～ \93,000
0～2 歳＜航空座席なし、ベッドなし、食事なし＞ 無料
0～2 歳＜航空座席あり、ベッドなし、食事なし＞ \33,800
3～5 歳＜航空座席あり、ベッドなし、食事なし＞ \33,800
小人（3 歳～11 歳) \52,000
※レンタカーをご利用されないお客様へ那覇空港⇔ホテル間送迎付きプランもご用意しております。

【参加条件】 0～2 才の乳幼児同行が条件になります。
※2014 年 3 月 1 日以降に生まれたお子さま（旅行中に 3 才にならないこと）
乳幼児 1 名につき、大人 1 名の同行が必要です。
（大人 1 名で乳幼児 2 名以上のご参加不可）
【行

程】 2 日目に Baby-mo プロカメランによる家族写真撮影会も実施、
沖縄の思い出をステキに残していただけます。
（事前予約制）

【宿泊施設】 カヌチャベイホテル＆ヴィラズ（沖縄県名護市）
アゼリアスィートまたはジェットバスつきのオーキッドルームをお選びいただけます。

【予約方法】 ANA 国内ツアーデスク 0570-050-733 （IP 電話 050-3819-9240）
12/21（水）14：00 までは不通となりますので、ご了承ください
【詳細 URL】 www.ana.co.jp/domtour/

赤ちゃんと沖縄

※サイト開設 12/21（水）14：00 より
（旅行企画・実施： ＡＮＡセールス株式会社）

で検索

【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。
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全日空商事株式会社
西村 健 （にしむら・けん）
1970 年 10 月 15 日
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）
10 億円
連結 1,406 億円、単体 791 億円 （2015 年度）
ANA ホールディングス株式会社
連結 2,170 名、単体 420 名（2016 年 3 月 31 日現在）
http://www.anatc.com/

【主婦の友社 会社概要】
1916 年（大正 5 年）創業。育児・料理・健康・美容・インテリアなど実用ジャンルの書籍・ムック
及び、
「Ray」
「GISELe」
「ゆうゆう」
「Como」など主に女性誌を発行する出版事業のほか、コンテンツ
販売、関連事業展開などを行っています。2016 年 9 月で創業 100 周年を迎えました。
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荻野 善之（おぎの・よしゆき）
1916 年 9 月 18 日
東京都文京区関口 1 丁目 44-10 TEL：03-5280-7500（代）
1 億円
95 億円 （2016 年 3 月期）
134 名（2016 年 6 月現在）
http://www.shufunotomo.co.jp/

＜本件に関する報道関係の方のお問い合わせ＞
全日空商事株式会社
経営企画部 広報担当
早藤・森川・中島
TEL：03-6735-5090
FAX：03-6735-5035
株式会社主婦の友社
販売部 広報・宣伝課
長友
TEL：03-5280-7577
FAX：03-5280-7578
＜ツアーに関するお問い合わせ＞
ＡＮＡセールス株式会社
経営企画部広報室
藤島
TEL：050-3815-5051
FAX：03-6733-4602

