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全日空商事株式会社

老舗ハワイアンシャツブランドとＡＮＡのコラボ第２弾

『reyn spooner for ANA』 秋冬アイテム
～ＡＭＣアプリは 10 月 28 日、ＡＮＡショッピング Ａ-ｓｔｙｌｅは 11 月 25 日より販売開始～
エーエヌエー

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
ス

ト

ア

エーエヌエー

エ ース タ イ ル

STORE/ A N A ショッピング A-style」（https://www.astyle.jp/）にて、夏に好評だった老舗ハワイアンシャツブランド
「reyn spooner」（レインスプーナー）とコラボレーションした ANA オリジナルグッズの第 2 弾を販売いたします。今回
は、秋冬を意識したダウンマフラーなどの新作に加え、旅行に便利なオーガナイザーケースやキャリーオントートが
登場。10 月 28 日(月)より ANA マイレージクラブアプリ（AMC アプリ）にて先行販売を開始し、その後、11 月 25 日（月）
より「ANA STORE/ANA ショッピング A-style」にて販売いたします。

■ ハワイを感じられる ANA オリジナルのトラベルグッズ第 2 弾は、秋冬アイテム！

「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。reyn spooner とのコラボ第 1 弾が好評だったため、デザインを変
えトラベルにさらに特化したアイテムを企画しました。今回は reyn spooner の定番柄である「LAHAINA SAILOR」の
2019 年新色デザインを使用した秋冬アイテム。マウイ島ラハイナ村の漁師が使用していたバンダナ柄をアレンジした
もので、ハワイ州の花、鳥、木、旗が格子状にレイアウトされています。オーガナイザーケースなどは同ブランドでも
販売したことのない A-style の別注アイテムです。

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。

■ 販売チャネル
「ANA マイレージクラブ」 アプリ
【販 売 期 間】 2019 年 10 月 28 日（月） 10 時 から 11 月 25 日（月） 9 時 59 分 まで
【特集ページURL】 http://www.astyle.jp/sc/press28
【特
典】 reyn spooner for ANA オリジナルハンカチをプレゼント（※数に限りがございます）
「ANA STORE/ ANA ショッピング A-style」 WEB サイト
【販 売 開 始】 2019 年 11 月 25 日 （月） 10 時より

▲特典：オリジナルハンカチ
※写真はイメージです

■ 商品概要
＜ANA オリジナル＞ レインスプーナー パッカブルウィンドブレーカー
【価 格】
【サ イ ズ】
【素 材】
【重
さ】

22,500 円（税込）
Ｓ、Ｍ、Ｌ
ナイロン 100％（タフタプリント）
270ｇ
【カ ラ ー】 ネイビー

折り畳みが可能なパッカブル仕様のウィンドブレーカーは、旅先でち
ょっとした上着が必要な場合にコンパクトで持ち運びが可能な便利
アイテム。リバーシブルで着用可能なため、雰囲気の異なる着こな
しをお楽しみいただきます。

※リバーシブル

＜ANA オリジナル＞ レインスプーナー ダウンマフラー
【価 格】
【サ イ ズ】
【素 材】
【重
さ】

7,980 円（税込）
H：14cm W：87cm
ポリエステル 100％／充填物：ダウン 90％ フェザー10％
85ｇ
【カ ラ ー】 ネイビー・ベージュ

昨年より徐々に注目が高まっているダウンマフラーは、パッカブル
仕様で折りたたんでコンパクトに持ち運びが可能。旅先でちょっとし
た防寒アイテムとして活躍すること間違いなし。

※カラー違いの
ベージュ

＜ANA オリジナル＞ レインスプーナー キャリーオントートバッグ（ポーチ付）
【価 格】 16,800 円（税込）
【サ イ ズ】 トート：H：38cm W：36cm （底）D：18cm
ポーチ：H：19cm W：26cm
【素 材】 表地：コットン 100％／裏地：ポリエステル 100％
【重
さ】 バッグ：651ｇ／ポーチ：74ｇ
【カ ラ ー】 ネイビー

※内装

前作より機能性を重視した形にモデルチェンジをし、収納ポケットやキャリー
オンベルトなどの付属品を新たに追加。素材を柔らかくすることで折りたたんで
キャリーに収納することも可能に。荷物が多くなってしまった日でもお使いいただけます。

＜ANA オリジナル＞ レインスプーナー トラベルポーチ、オーガナイザーＭ／Ｓ
【価 格】 ポーチ：4,200 円（税込） オーガナイザーＭ：6,020 円（税込） Ｓ：4,980 円（税込）
【サ イ ズ】 ポーチ H：11cm W：21cm D：9cm
オーガナイザーＭ H：27cm W：40cm D：11.5cm Ｓ H：20cm W：27cm D：11.5cm
【素 材】 ポーチ 表地：ポリエステル 100%/裏地：ポリエステル 100%/引手：合成皮革
オーガナイザー 表地：ポリエステル 100%/裏地：ポリエステル 100%/引手：合成皮革

【重
さ】 ポーチ：87ｇ オーガナイザーＭ：254ｇ Ｓ：158ｇ
【カ ラ ー】 ネイビー
スーツケースの中をすっきりさせてくれるオーガナイザーとちょっとした小物入れとして活躍
するトラベルポーチは、デザインを内装にすることで、さりげないリゾートムードを演出。

/

（ https://www.astyle.jp/）

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。

【全日空商事 会社概要】 https://www.anatc.com/
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 1,520 億円、単体 620 億円 （2018 年度）
[株
主] ANA ホールディングス株式会社
[従 業 員 数] 連結 2,329 名、単体 491 名 （2019 年 3 月 31 日現在）
＜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

