
 

  2019年 4月 22日 

全日空商事株式会社 

＜空飛ぶウミガメ 「ＦＬＹＩＮＧ ＨＯＮＵ」 就航記念！＞ 

ハワイ在住の人気アーティストや老舗ハワイアンシャツブランドとＡＮＡがコラボ 

～オリジナルトラベルグッズを４月２２日よりＡ-ｓｔｙｌｅにて順次発売～ 

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、ハワイ在住の人気アーティスト

Lauren Roth（ローレン・ロス）氏や老舗ハワイアンシャツブランド「reyn spooner」（レインスプーナー）とコラボし

たオリジナルトラベルグッズを 4月 22日(月)より順次発売いたします。 

これらの商品は、ANA が 2019 年 5 月 24 日(金)より成田＝ホノルル線にて運航予定の世界最大の旅客機エ

アバス A380型機「FLYING HONU」（フライング・ホヌ）の就航を記念し、企画しました。 

■ ハワイを感じられる ANAオリジナルのトラベルグッズが続々登場！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANAショッピング A-styleでは、空飛ぶウミガメ「FLYING HONU」の就航に向け、ハワイを感じられるトラベルグッズを

つくりたいという想いから、ハワイにちなんだオリジナル商品を開発しました。 

1つ目（左上）は、ハワイ在住の人気アーティスト、Lauren Roth氏が今回特別に描き下ろしたANAオリジナルのオーガ

ナイザー（小物入れ）など全 8 商品。ハワイの植物をモチーフとしたデザインは、大人の女性が使いやすいよう、甘す

ぎないピンクに。バッグの持ち手の濃いネイビーや、内装の白地に水色のアクセントで ANA らしさを表現しました。 

２つ目（右上）は、老舗ハワイアンシャツブランド「ｒeyn spooner」の代表柄であるオリジナルラハイナ柄を対角線状に配

した新作デザインを使用した ANA オリジナルのトートバッグなど、全 6 商品。種類豊富なデザインの中から、今回は

「大人ハワイ」をテーマに、日常からさりげなくハワイを感じることができるシックなモノグラムのデザインを採用しまし

た。トートバッグにはアクセントとして飛行機型チャームが付いています。  

※商品数は色・サイズ違いを含めた数です。  ※ハワイアンシャツは ANAオリジナル商品ではありません。 

Lauren Roth （ローレン・ロス）氏 について 
オアフ島カイルア在住のアーティスト&グラフィックデザイナー。ニューヨーク生まれ、ニュージャージー州
育ち、大学でイラストレーションを専攻後、ホールフーズマーケットにアーティストとして就職。ローレンのア
ートは、美しい絶景やカイルアの自然など、今までに訪れた場所や住んだ場所から多くのインスピレーシ
ョンを得て、美しい色彩や自然そのままのシェイプを表現しています。自身のアートを通じて人々がハッピ
ーになってくれることを１番の喜びと感じているローレン。今春には東京にギャラリー「ローレン・ロス・アー
ト」をオープン予定です。（最新情報は @laurenrothart、@laurenroth_japan をご覧ください。） 

reyn spooner （レインスプーナー） について 
reyn spooner は創業者のレイン氏とスプーナー氏がハワイ・オアフ島で出会いタッグを組んで誕生したハ
ワイアンシャツのパイオニア的ブランドです。創業から作り溜められている2,000種類にも及ぶプリントパタ
ーンと独自に考案されたコットン 55％、ポリエステル 45％のスプーナークロスを使い作成されたシャツは
アイビースタイルを彷彿とさせるフォーマルさを備え、60 年近く経った今でもハワイを代表するブランドとし
て世界中で愛されています。 
 

NEWS RELEASE 

 

第 19-02号 

 

 

 

 

 

（Lauren Roth商品画像） 

 

 

 

（Reyn spooner商品画像） 
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＜ANAオリジナル＞ Lauren Roth for ANA 

① 「ANA STORE/ ANA ショッピング A-style」 WEB サイト 

【販 売 開 始】 2019年 4月 22日（月） 10時より    
【特集ページURL】 http://www.astyle.jp/sc/press13 

【特 典】 オリジナルミラーをプレゼント (先着 500 個) 

※「Lauren Roth for ANA」は生活雑貨の専門店「ロフト」関東 7店舗でも期間限定で販売予定。 

銀座（4 月 26 日～6月 2日）、渋谷/池袋/横浜/千葉/吉祥寺/大宮（5 月 11 日～6 月 2 日） 

 

＜ANAオリジナル＞ reyn spooner for ANA 

① 「ANAマイレージクラブ」 アプリ 

【販 売 期 間】 2019年 4月 22日（月） 10時 から 2019年 5月 27日（月） 9時 59分 まで 

【特集ページURL】 http://www.astyle.jp/sc/press14 

【特 典】 ANA HAWAiiオリジナルトートバッグ＆ステッカーセットをプレゼント 

   （※数に限りがございます） 

②「ANA STORE/ ANA ショッピング A-style」 WEB サイト 

【販 売 開 始】 2019年 5月 27日 （月） 10時より 

 

■ 商品概要 

＜ANAオリジナル＞ Lauren Roth for ANA 

 

【商品名】 ＜ANA オリジナル＞ Lauren Roth for ANA オーガナイザー 

【価 格】 Sサイズ 3,240円（税込）、 Mサイズ 3,990 円（税込） 

【サ イ ズ】 Sサイズ 約Ｗ27×Ｈ20×Ｄ9ｃｍ、Mサイズ 約Ｗ40×Ｈ26×Ｄ10ｃｍ 

【重 さ】 Sサイズ約 140g  Mサイズ約 210g 

・Sサイズは下着やインナーの収納に。Mサイズは衣類の収納に最適。 

･表面/裏面の 2 気室式のため、これから着る物と着た物を仕分けができます。 

内部のメッシュポケットで小分けも可能です。 

 【商品名】 ＜ANAオリジナル＞Lauren Roth for ANA バスルームオーガナイザー 

【価 格】 Sサイズ 3,450 円（税込）  Mサイズ 3,780 円（税込） 

【サ イ ズ】 Sサイズ 約Ｗ18×Ｈ12.5 (40)×Ｄ4ｃｍ、Mサイズ 約Ｗ21×Ｈ21(43)×Ｄ6ｃｍ 

【重 さ】 Sサイズ約 110g  Mサイズ約 135g 

・主にバスルームで使うアイテムの収納に。ハンガーフック付なのでバスルームにそのまま

吊るすことができ、小さい物が収納できる小分けポケットなど機能性にも優れています。 

 

 【商品名】 ＜ANAオリジナル＞ Lauren Roth for ANA パッカブルトートバッグ 

【価 格】 3,020円（税込） 

【サ イ ズ】 約 W33×H38×D12.5ｃｍ 収納時：約 W11×H17×D2cm 

【重 さ】 約 80g 

・小さく折り畳めるので、いざ荷物が増えた時に広げて使える便利なトート。旅行中のショッ

ピングバッグとしてはもちろん、機内に持ち込むグッズ(ピローやアイマスク、本など)を入れ

るのもおススメです。 

 【商品名】 ＜ANAオリジナル＞ Lauren Roth for ANA パッカブルボストンバッグ 

【価 格】 5,180円（税込） 

【サ イ ズ】 約 Ｗ48×Ｈ37×Ｄ20ｃｍ、 収納時：約Ｗ19×Ｈ17×Ｄ2cm 

【重 さ】 約 340g 

・小さく折り畳めるので行きはスーツケースの中に、帰りは背面をスーツケースの持ち手に

通し、上に乗せることが出来ます。旅行中のショッピングバッグやレジャーで持ち物が多い

時、スーツケースとは別のサブバッグとして、多様にお使いいただけます。 

■ 販売チャネル 

 

▲特典：オリジナルミラー 

   ※写真はイメージ

です 

▲特典：トートバッグ 

※写真はイメージです 

http://www.astyle.jp/sc/press13
http://www.astyle.jp/sc/press14


 

 【商品名】 ＜ANAオリジナル＞ Lauren Roth for ANA トラベルメイクポーチ 

【価 格】 3,780円（税込） 

【サ イ ズ】 約Ｗ20.5×Ｈ13×Ｄ10.5cm 

【重 さ】 約 110g 

・コスメポーチはあえて小分けにせず、普段お使いのコスメとブラシをそのままボックスに入

れる仕様に。旅行中はもちろん、ご自宅でもお使いいただけます。 

 

【商品名】 ＜ANAオリジナル＞ Lauren Roth for ANA シューズケース 

【価 格】 3,780円（税込） 

【サ イ ズ】 約 W23×H32×D12cm    

【重 さ】 約 220g 

・メインの靴を１足(仕切り有)と、内側のメッシュ部分には薄いサンダルなどが収納できま

す。持ち運びもしやすい取っ手付き。 

※素材はポリエステル （全商品共通） 

＜ANAオリジナル＞ reyn spooner for ANA 

 【商品名】 ＜ANA オリジナル＞ レインスプーナー トートバッグ S/M 

【価 格】 Sサイズ 7,980円（税込）、Mサイズ 12,960 円（税込） 

【サ イ ズ】 Sサイズ 約 W32.5cm×H25cm×D13cm   

Mサイズ 約 W48cm×H34cm×D13cm 

【素 材】 本体：綿  付属：ポリエステル 

【重 さ】 Sサイズ 約 215g  Mサイズ 約 346g 

【カ ラ ー】 ホワイト、ネイビーの 2 色 

・「シンプルかつ使いやすい」を追及し、機能はポケットのみのシンプルな作り 

・Mサイズはたっぷりの容量で使いやすく、Sサイズはちょっとしたお出かけに便利なサイズ 

・付属の飛行機型チャームが、ANA らしさを引き立てます。 

 【商品名】 ＜ANAオリジナル＞ レインスプーナー トラベルオーガナイザー 

【価 格】 5,400円（税込） 

【サ イ ズ】 約 W13.5cm×H23.5cm 

【素 材】 本体：ポリエステル 

【重 さ】 約 142g 

【カ ラ ー】 ホワイト、ネイビーの 2 色 

・パスポートや航空券をはじめとした旅に欠かせない必需品だけでなく、カードの収納やお

財布の代わりにも使えるマルチオーガナイザーケース 

・内装は、カードポケットが 9 つ、ファスナーポケットが 1 つ 

 

 

 

 

 

 

 

【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      [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 1,428 億円、単体 612 億円 （2017 年度） 

[株 主] ANAホールディングス株式会社  [従業員数] 連結 2,309 名、単体 456 名（2018年 3月 31日現在） 

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

 

                   

 ANA STORE/ANAショッピング A-style は ANAオリジナル開発商品や旅をテーマに

日本だけでなく世界中の商品を取り扱う ANA 公式のショッピングサイト。ANA マイレ

ージクラブ会員の方は、貯めたマイルを使って１マイル=1円としてお買い物にお使い

いただけるとともに、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

が貯まるサービスも行っています。会員でない方も簡単な登録のみでお買い物をお

楽しみいただけます。 

 

/ （ https://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 早藤・森川 

TEL：03-6735-5090  FAX：03-6735-5035 

 

▲飛行機型 
 チャーム 

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

