
 

2018年 5月 21日 

全日空商事株式会社 

ファーストクラスシート生地をバッグや小物に利用した 

 『ANA First Class Fabric Goods』 シリーズ 
AMCアプリは 5月 21日より、ＡＮＡショッピングＡ-ｓｔｙｌｅは 6月 7日より販売開始 

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、運営する ANA 公式 EC サイト「A N A
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」（http://www.astyle.jp/）にて、ANA 機のファーストクラスシート生地（ストック生

地※）を使用した新シリーズのバッグや小物を発売いたします。5 月 21 日（月）より ANAマイレージクラブアプリ（AMC

アプリ）にて販売を行い、その後、6月 7日（木）より「ANA STORE/ANAショッピング A-style」にて販売いたします。 

なお、同シリーズは 2014 年より販売している航空機部品の再生メモリアルグッズ「Reproduced goods」内の新シリー

ズとなります。    ※ストック生地：シートの修理や張り替えのために予め用意している生地 

■ ファーストクラスのシート生地とレザーの組み合わせで高級感を演出 

『ANA First Class Fabric Goods』は、ANA777-300ER機のファーストクラスシート生地のストック材を利用した、ANAオ

リジナルの新シリーズです。ビジネスパーソンの日常使いアイテムから出張や旅行に適したアイテムまで、全 5 種類

をラインナップしました。落ち着いた色合いのシート生地とレザーを組み合わせた高級感と、ポイントとなる ANA ロゴ

を型押ししたことで、あらゆるシーンで使いやすいデザインに仕上げました。日常の生活から、ANA ファーストクラス

の心地よさを身近に感じていただけます。 

 

【こだわりポイント】  

◆ 旅行やタウンユース、オフィスカジュアルシーンにもピッタリなシンプルかつ機能性を追求したデザイン 

◆ ANA らしいネイビーカラーのレザー部分に ANAのロゴを型押しで施し、高級感を演出 

◆ 耐久性と耐摩擦性に優れた生地はファーストクラスシート生地ならではの肌触り 
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＜バッグ inバッグ＞ 
小ポケットにはスマホや名刺ケースを
大ポケットには PC コードや書類を 
収納可能 

ネイビーのレザー部分に 

さりげなく施した ANAロゴ 

 

(『ANA First Class Fabric Goods』 全 5商品) 

 

＜トートバッグ＞ 
折り畳み傘用フォルダーや内ポケット
付で荷物をすっきり整理できる 

ネイビーのレザー部分に 

さりげなく施した ANAロゴ 

http://www.astyle.jp/


 

ANA777-300ER First Class Fabric 

トートバッグ 
ANA777-300ER First Class Fabric 

バッグ inバッグ 

 
[外側]             [内側] 

内側には収納に便利な仕切りも多く、『ANA First Class Fabric 

Goods』の小物アイテムがすべて収納できる。小旅行にもビジ

ネスにも。 

モバイル機器収納に最適なクッション素材加工。13 インチ PCや 

A4サイズ書類の収納が可能。大小 6個のポケットで物の仕分け

がしやすい機能性バッグ。 

 サイズ： W380×H320×D150 (㎜) 

 重 さ： 700 ｇ 

 価 格： 17,000円（税込） 

 サイズ： W335×H240×D30 (㎜) 

 重 さ： 190 ｇ 

 価 格： 9,900円（税込） 

ANA777-300ER First Class Fabric 

ペンケース 
ANA777-300ER First Class Fabric 

トラベルポーチ 
ANA777-300ER First Class Fabric 

パスポートケース 

        ［外側］ 

 

[内側] 

取り出し口が広く、出し入れスムーズ。

マチも大きくペン収納以外の使い方も。 

カメラや旅行先で使うアメニティグッズなど

小物をすっきり収納できるポーチ。 

パスポートの他にチケットやカード、ペン

などが一緒に収納できる便利なケース。 

 サイズ： W215×H70×D40 (㎜) 

 重 さ： 55 ｇ 

 価 格： 5,000円（税込） 

 サイズ： W180×H120×D70 (㎜) 

 重 さ： 90 ｇ 

 価 格： 5,200円（税込） 

 サイズ： W105×H145 (㎜) 

 重 さ： 75 ｇ 

 価 格： 9,900円（税込） 

≪共通要素≫ 

 カラー：ネイビー 

 素 材： 

【表地】ウール（ANA777-300ER機ファーストクラスシート生地）、革パーツ：牛革  ※｢トートバッグ｣持ち手部分：コットン 

【裏地】ナイロン  ※｢パスポートケース｣裏地：牛革  

■ 販売チャネル 

 ANAマイレージクラブ アプリ 

【販売期間】 2018年 5月 21日 （月） 10時 から 2018年 6月 18日 （月） 9時 59分 まで 

【事前告知ページURL】 https://www.astyle.jp/disp/CSfSpeDispListPage.jsp?dispNo=020001110 

【特 典】 ANAオリジナル「“REMOVE BEFORE FLIGHT”」 タグをプレゼント 

 （※数に限りがございます） 

 ANA ショッピング A-style WEBサイト 

【販売開始】 2018年 6月 7日 （木） 10時より 

■ 商品一覧 

[特典：オリジナルタグ] 

※写真はイメージです 

https://www.astyle.jp/disp/CSfSpeDispListPage.jsp?dispNo=020001110


 

 

■ 航空機好きの方へお届けする 「Reproduced goods」シリーズ 

全日空商事の商品群の中には、ANA 機の部品やストック材を様々な商品に生まれ変わらせた航空機部品の再生メモリアルグ

ッズ「Reproduced goods」シリーズがあります。2014 年よりスタートした同シリーズは、これまで様々な航空機部品を使用した商

品を数量限定で発売。2017年 2月に発売した ANA航空機内で使用していた配膳用機内搭載カートは即日完売する等、航空フ

ァンの方からご好評をいただいております。 

（Reproduced goods 特集 URL： http://www.astyle.jp/disp/CSfSpeDispListPage.jsp?dispNo=020001015） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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/ ） 
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