
 

 

2020 年 8 月 11 日 

全日空商事株式会社 

人気てぬぐい専門店とのコラボ第 2弾！ 

『かまわぬ for ANA』 オリジナルグッズ 
ＡＭＣアプリは 8月 11日、ＡＮＡショッピング Ａ-ｓｔｙｌｅは 9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：志岐 隆史）は、運営する ANA 公式 EC サイト 
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」（https://www.astyle.jp/）にて人気のてぬぐい専門店「かまわ

ぬ」とのコラボレーション商品 『かまわぬ for ANA』第 2 弾を、販売いたします。 

8 月 11 日(火)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、9 月 7 日（月）よ

り「ANA STORE/ANA ショッピング A-style」にて販売いたします。 

■ 鳥獣戯画や飛行機をデザインしたオリジナルグッズ第 2 弾！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
商品イメージ 

『かまわぬ for ANA』は、「和」と「旅」を融合させたデザインのオリジナルグッズです。飛行機や旅、日本の風景

をテーマに鳥獣戯画のキャラクターなどをあしらった珍しいデザインは、2020 年 1 月より販売した第 1 弾で大変

ご好評いただきました。 

今回販売する第 2 弾では、見ているだけで楽しくなるようなデザインはもちろん、機能やサイズ感にもこだわっ

た商品をラインナップ。第 1 弾で特に人気だったてぬぐいは、鳥獣戯画のキャラクターが紅葉狩りや温泉など秋

の旅を楽しむデザインにいたしました。その他にも、様々なシーンでご使用いただけるがま口財布、がま口ポー

チ、豆皿、小鉢、蕎麦猪口を販売します。 

 

かまわぬ について 
「かまわぬ」は、“古きを知り、新しい遊びを生み出したい”という思いでモノ作りを

する会社です。古典からモダンな柄まで 400 種を超えるてぬぐい、和雑貨をそろえ

ています。『かまわぬ』には、特にお構いもいたしませんが、どうぞお気軽にお立ち

寄りください、という意味が込められています。 

 

■ 販売チャネル 

 「ANA マイレージクラブ」 アプリ 

【販 売 期 間】 2020 年 8 月 11 日（火）10 時 から 9 月 7 日（月）9 時 59 分 まで 

【特集ページURL】 https://www.astyle.jp/sc/press38 

【特 典】 かまわぬ for ANA オリジナルミニクリアファイル（※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】 2020 年 9 月 7 日 （月） 10 時より 

NEWS RELEASE 

 

第 20-05 号 

▲特典：オリジナルミニ
クリアファイル 

※写真はイメージです 

https://www.astyle.jp/sc/press38


 

■ 新商品詳細  <特集ページ： https://www.astyle.jp/sc/press38 > 

＜ANA オリジナル＞ 
かまわぬ for ANA  

てぬぐい 鳥獣戯画(秋旅) 

鳥獣戯画の動物たちが紅葉狩りや 

温泉を楽しむ様子をイメージ。 

明治から続く伝統技法「注染」で 

染めたてぬぐいです。 

◆価 格：￥1,540 (税込) 

◆素 材：綿 100％   

◆サイズ：(約)幅 33ｃm、長さ 90ｃm 

＜ANA オリジナル＞  

かまわぬ for ANA 豆皿(2 枚セット・富士山＆もみじ) 

富士山やもみじをあしらい、日本の風景をデザインした豆皿

の 2枚セットです。和菓子やナッツを盛りつけたり、薬味や醤

油を入れたりと、様々な用途でお使いいただけます。 

◆価 格：￥2,310 (税込)  

◆素 材：磁器  ◆サイズ：(約)直径 9.4cm 

＜ANA オリジナル＞  

かまわぬ for ANA がま口財布 

鳥獣戯画の動物たちが ANA 機から降りてくる様子をデザイ

ン。内装にはカードポケット 2 つとオープンポケット 1 つを配置

し、財布としてはもちろんパスポートやペン等も収納できるサ

イズです。 

◆価 格：￥3,960 (税込) ◆素 材：本体 綿 100％ 金口 鉄 

◆サイズ：(約)W18.5[上部]・20[下部]×H11cm 

 

＜ANA オリジナル＞ 

かまわぬ for ANA がま口ポーチ 

さわやかな水色のベースに、鳥獣戯画の動物たちが全面に

ちりばめられたデザイン。内装にはオープンポケットが 3 つ

あり、小物の収納に便利です。化粧ポーチとしてなど、様々

な用途で使用いただけます。 

◆価 格：￥3,520 (税込) ◆素 材：本体 綿 100％ 金口 鉄 

◆サイズ：(約)W18×H9×D9cm 

＜ANA オリジナル＞  

かまわぬ for ANA 小鉢 

旅に行く鳥獣戯画の動物たちをデザインした小鉢です。和惣

菜だけでなく、フルーツや洋惣菜にも合います。鳥獣戯画が

好きな方はもちろん、珍しいデザインの和食器をお探しの方

にもおすすめです。 

◆価 格：￥2,420 (税込)   ◆素 材：磁器 

◆サイズ：(約)直径 10.8×H5.7cm  ◆容 量：230ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ANA オリジナル＞  

かまわぬ for ANA 蕎麦猪口(2 個セット・紺) 

鳥獣戯画の動物たちが、旅に行く様子をデザインした蕎麦

猪口です。めんつゆだけでなく、スイーツや果物など、幅広

い用途でお使いいただけます。 

◆価 格：￥4,400 (税込)   ◆素 材：磁器 

◆サイズ：(約)直径 8.5×H7cm  ◆容 量：210ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

[↑生地アップ]  

[↑デザインアップ] 

[↑デザインアップ] 

https://www.astyle.jp/sc/press38


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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） 

[ＵＲＬ] https://www.anatc.com/ 

 

 

 

 

 
 

                   

 
 （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。 

 

/ 

＜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 

 

https://www.astyle.jp/

