
 

2019 年 10 月 28 日 

全日空商事株式会社 

ハワイで人気のベーカリーショップと初コラボ 

『Leonard’s for ANA』 オリジナルグッズ 
ＡＮＡ ＳＴＯＲＥ/ＡＮＡショッピング Ａ-ｓｔｙｌｅにて 10月 28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 
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」（https://www.astyle.jp/）にて、ハワイで人気のベーカリーショッ

プ「Leonard’s(レナーズ)」とのコラボレーション商品 『Leonard’s for ANA』を、10 月 28 日(月)より発売いたしま

す。 

 

■ オリジナルロゴを配したコラボグッズは全 7 種類！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品イメージ ※ぬいぐるみ、ＢＯＸは販売しておりません 

今回初めてコラボレーションするレナーズは、ハワイで地元

住民や観光客に親しまれている老舗ベーカリーです。看板

商品のマラサダ(揚げパン)のほか、レナーズのイメージカラ

ーでもあるピンクを使用したグッズも人気です。 

この度販売する『Leonard’s for ANA』は、レナーズのロゴに

飛行機の機影とハワイのモチーフが散りばめられた ANA オ

リジナルロゴを使用。日常使いに最適なマグカップや iPhone

ケース、旅行先でも使いやすいビーチタオルやエコバッグなどを取り揃えました。 

 

なお、「ANA STORE/ANA ショッピング A-style」では、今年 5 月に空飛ぶウミガメ「FLYING HONU」が就航した

ことを記念して、ハワイを感じられるトラベルグッズを多数販売しており、『Leonard’s for ANA』もその一環として

販売いたします。 

 
■ 販売チャネル 

 ANA ショッピング A-style WEB サイト   

【販売開始】2019 年 10 月 28 日（月）10 時より         【特集ページ】 http://www.astyle.jp/sc/press29 

 

●Leonard’s について 

1952 年創業のハワイの老舗ベーカリー。ハワイのロコ（地元民）や観光客に親しまれており、日本人観光客にも

人気のお店です。一番人気のマラサダは、外側はカリッと、内側はふんわりとしている食感が特徴の揚げパンで

す。日本でも、「レナーズ 横浜ワールドポーターズ店」にてお楽しみいただけます。 
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■ 新商品詳細  <特集ページ：http://www.astyle.jp/sc/press29 > 

＜ANA オリジナル＞  

Leonard’s for ANA マグカップ 
レナーズのイメージカラーのピンクとブルーを使用したマグカ

ップです。1 色ずつでも 2 色セットでもご購入いただけます。 

◆価 格：マグカップセット           ￥4,000 (税込) 

マグカップピンク/ブルー  各￥2,200 (税込) 

  ◆色 名：ピンク、ブルー 

◆素 材：磁器   ◆サイズ：(約)直径 80mm、高さ 90mm 

＜ANA オリジナル＞ 

Leonard’s for ANA エコバッグ 
折りたたんでコンパクトに収納することができるため、旅行に

も最適です。 

◆価 格：￥4,300 (税込) 

◆素 材：ポリエステル 

◆サイズ：トート時 (約) W35cm×H43cm×D12cm 

        折り畳み時 （約）W18cm×H11cm×D5cm 

＜ANA オリジナル＞  

Leonard’s for ANA サコッシュ 
ちょっとしたお出かけに便利なサコッシュです。オープンポケ

ットが 2 か所あり収納もしやすいです。 

◆価 格：￥3,400 (税込) 

◆素 材：ポリエステル 

◆サイズ：(約)W20cm × H15cm 

＜ANA オリジナル＞ 

Leonard’s for ANA ポーチ 
旅行時にもご利用いただけるよう大きめのサイズです。オー

プンポケットが 2 か所あり収納もしやすいです。 

◆価 格：￥3,200 (税込) 

◆素 材：ポリエステル 

◆サイズ：(約)W20cm × H15cm × D8cm 

＜ANA オリジナル＞  

Leonard’s for ANA×Hydro Flask オリジナルボトル 
ステンレスボトルブランドの Hydro Flask とレナーズ、ＡＮＡのト

リプルコラボ商品です。 

◆価 格：￥4,500 (税込)  ◆容 量：354ml 

◆素 材：本体:18/8 ステンレス鋼(印刷鋼板)  

フタ:ポリプロピレン パッキン:シリコーン   

ストラップ:熱可塑性エラストマー 

◆サイズ：(約)本体寸法 (幅×高さ) 74mm×150mm 

＜ANA オリジナル＞  

Leonard’s for ANA iPhone ケース 
オリジナルロゴを大きく配置した iPhone ケース 3 種類です。 

※対応機種は、以下の通りです。 

iPhone7/8, i iPhoneX/Xs, PhoneXs Max, iPhoneXR 

◆価 格：iPhone7/8, iPhoneX/Xs  ￥3,800 (税込) 

iPhoneXs Max, iPhoneXR   ￥5,500（税込） 

◆色 名：ピンク、ボーダー、ショップカラー 

◆素 材：ポリカーボネート 

◆サイズ：(約) iPhone7/8： W7.3×H14.4×D0.8（cm） 

 iPhoneX/Xs： W7.3×H14.4×D0.9（cm） 

iPhoneXs Max： W7.9×H15.9×D0.9（cm） 

iPhoneXR： W7.8×H15.2×D0.9（cm） 

＜ANA オリジナル＞ 

Leonard’s for ANA ビーチタオル 
大きめのサイズで、砂の上に敷いてマットとしてもお使いいた

だけるタオルです。 

◆価 格：￥3,980 (税込)  

◆素 材：綿 100％ ◆サイズ：(約)W1200mm×H600mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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）  [U R L] https://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 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/ ） 

＜ANA オリジナル＞ 

左）Leonard’s for ANA  

エコバッグ 

右）Leonard’s for ANA 

iPhone ケース 
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