
 

 

2020年 7月 31日 

全日空商事株式会社 

＜今年も多彩なラインナップで登場！4種の新作カレンダーが追加！＞ 

「2021年 ANAカレンダー」 
～ANA STORE/ANAショッピング A-styleにて 8月3日より予約販売開始～ 

全日空商事株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：志岐 隆史）は、運営する ANA 公式 EC サイト「ANA 

STORE/ANAショッピングA-style」にて 2021年ANAカレンダーの予約販売を 8月3日より開始いたします。 

2021年版ANAカレンダーは、各地の風景を背景にANA機が飛ぶ「ANAフライトカレンダー」など人気の定番カレンダ

ーに加え、卓上カレンダーのラインナップが充実、合計 12種類のカレンダーをご用意しております。 

なお、早期のご予約にはお得なマイル特典もございます。 

■「2021年ANAカレンダー」には新作が 4種！  

2021年版ANAカレンダーには、4種の新作カレンダーが登場します。 

まず、普段は見ることが出来ないコックピットの魅力が凝縮された「ANA コックピットカレン

ダー」は、ANA 機のコックピットを鮮明な画像でお楽しみいただける卓上カレンダーです。

また、「ANA トワイライトエアポートカレンダー」は、壁掛けと併せ、別版の「卓上 ANA トワ

イライトエアポートカレンダー」も登場します。夜空に浮かぶ滑走路の誘導灯など色鮮や

かな灯りが印象的な空港の夜景をご堪能いただけます。 

そして、2020年 6月に退役した『スーパードルフィン』ことボーイング 737-500型機の思い

出の活躍シーンを集めた「ANA737-500 スーパードルフィン退役記念カレンダー」を 2021

年限定の特別版として、壁掛けタイプと卓上タイプの 2 種類製作しました。（「ANA737-500ス

ーパードルフィン退役記念カレンダー」は、8月11日よりANAマイレージクラブアプリにて予約受付を開始

いたします。） 

更に定番の「卓上 ANA メモカレンダー」と「卓上 ANA 絵はがきカレンダー」、昨年から登

場した「卓上 ANA A380 FLYING HONU カレンダー」を合わせて、2021年ANAカレンダー

は、卓上カレンダーが 6種類となりました。 

■2021年 ANAカレンダー商品 ラインナップ 

※②「Welcome Aboard」以外の画像は 2021年版の表紙採用が決定した画像（②も近日決定予定）／価格は全て税込・配送料別 

※風景カレンダー2種「Welcome Aboard」「特大グラフィックギャラリー」以外の 10種類がルーク・オザワ氏の撮影です 

① ANAフライトカレンダー（小型カレンダー付） 

 

② Ｗｅｌｃｏｍｅ Ａｂｏａｒｄ 

カレンダー 

③ ANA トワイライトエアポート 

カレンダー 
 

  

各地の美しい風景を背景に ANA機が飛ぶ 

サイズ：755×515mm （B2）、小256×190mm 

表紙＋本文12枚、価 格： \3,300 

国内・海外の風景を織り交ぜた旅情

感あふれる写真で構成 

サイズ：753×390mm 

表紙＋本文12枚、価格：\1,650（※1） 

夜空に浮かぶ滑走路の誘導灯など色

鮮やかな灯りが印象的な空港の夜景 

サイズ： 594×420mm （A2） 

表紙＋本文6枚、価 格： \2,090 
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ANAトワイライトエアポートカレンダー（下） 



 

 

④ 卓上 ANAコックピット 

カレンダー 

⑤卓上 ANA トワイライトエアポート 

カレンダー 

⑥ 卓上 ANA A380 FLYING HONU 
カレンダー 

 
  

普段は見ることのできないコックピットの魅

力を凝縮した卓上カレンダー 

サイズ： 150X175mm 

表紙＋本文12枚、価 格： \1,760 

人気の壁掛け版とあわせ、卓上版が新登

場！壁掛けと別図案で構成 

サイズ： 150×175mm 

表紙＋本文12枚、価 格： \1,760 

ハワイの世界最大の旅客機 A380 FLYING HONU

の姿を撮影 

サイズ： 150 x 175mm 

表紙＋本文12枚、価 格： \1,760 

 

 

⑦ 卓上 ANAメモカレンダー 

 

⑨ ANA スーパーフライトカレンダー 

（特大版) 

⑩ ANA特大グラフィックギャラ

リーカレンダー 

 
 
 
 
 

スケジュールが書き込めるメモ面付き 
サイズ： 150×175mm 

表紙＋本文12枚、価格：\1,320  (※1･※2) 

  

⑧ 卓上 ANA絵はがきカレンダー 

 

 
ポストカードとしても使える卓上カレンダー 
サイズ： 107×205mm 

表紙＋本文12枚、価 格： \880  (※2) 

力強く美しい ANA 機の迫力がポスター感覚で楽し

める特大サイズのカレンダー 

サイズ：745×1030mm  

表紙＋本文6枚、価 格： \4,840 

特大サイズの迫力で世界各地の絶景

に思いを馳せる 

サイズ： 1047×728mm 

表紙＋本文6枚、価 格： \4,840 

※1．お得な｢Welcome Aboard +卓上メモカレンダーセット（②＋⑦）｣の販売あり \2,673 

※2．お得な「卓上カレンダーセット（⑦＋⑧）」の販売あり \1,980 

⑪ 壁掛け ANA737-500 スーパードルフィン 

退役記念カレンダー 

⑫ 卓上 ANA737-500 スーパードルフィン 

退役記念カレンダー 

 ANA国内線で就航空港数40

以上を数えた737-500。ル

ーク・オザワ氏が25年間撮

影した日本各地での美しい

活躍シーンを上下2段に収

録した今年限りの限定版カ

レンダー。 

サイズ：A2 594ｘ420ｍｍ 

仕様：表紙＋本文12枚 

価格：\2,750 

 毎月1枚ずつ、北は稚内か

ら南は石垣まで各地の活

躍シーンに加えて、懐かし

いAIR NIPPON時代の画像

も収録。各月とも壁掛けと

は別カットで構成していま

す。 

サイズ：150ｘ175ｍｍ 

仕様：表紙＋本文12枚 

価格：\1,760 

「ANA737-500スーパードルフィン退役記念カレンダー」については、後日別リリースで詳細をお知らせする予定です。 

 



 

■予約販売概要 

特 集 ページ： 「ANA STORE/ANAショッピングA-style」  ANAオリジナル カレンダー2021特集 

https://www.astyle.jp/sc/press37 

予約受付開始： 2020年8月 3日（月） 

お届 け時 期： 11月下旬以降（予定） 

■早期予約がお得！ 

「2021年ANAカレンダー」を早期にご予約いただいた方は、ANAのマイルが通常より多く獲得できる特典があります。 

たとえば、10月末までにご予約いただいた場合、獲得するANAのマイルが 3倍になります。 

■ ルーク・オザワ氏による厳選画像！ 

定番カレンダーに使用する機影写真は、航空写真家 ルーク・オザワ氏が ANA機を追いながら撮影した新作写真です。

四季折々の美しい風景を飛ぶANA機、空港の夜景など、選び抜いたこだわりの写真の数々をお楽しみください。 

 

空写真家 ルーク・オザワ氏からのメッセージ 

日本の四季折々の色と光を求めて、今年もまた全国に足を運びました。 

北海道から九州・沖縄まで、これほど風景が変わる日本は本当に美しいです。 

その各地に就航しているANA機のトリトンブルーも 

また美しく溶け込んでいるのも素敵です。 

日に何便も来る空港でも、その時の光線はワンチャンスです。 

そのタイミングを捉えた数々のシーンを堪能していただけたらと思います。 

今年もまた皆様にとって素敵な１年でありますように。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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] 志岐 隆史 （しき・たかし） 

[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1,472億円 単体646億円 （2019年度） 

[株 主] ANAホールディングス株式会社 

[従業員数] 連結 2,288名 単体504名（2020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 

 

航空写真家 ルーク・オザワ氏からのメッセージ 

https://www.google.com/url?q=https://www.astyle.jp/sc/press37&sa=D&source=hangouts&ust=1596001901684000&usg=AFQjCNET3gLRaKdpInFYOw39gSMgrOyP-g
https://www.anatc.com/
https://www.astyle.jp/

