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選りすぐりのわくわく体験をご自宅にお届け！
EC サイト 『SorANAka（ソラナカ）』 ４月２０日グランドオープン
～食のスペシャリストが厳選する、全国各地のグルメを堪能～
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、選りすぐりのわくわく体験をご自
宅にお届けするショッピングサイト『SorANAka（ソラナカ）』（https://www.rakuten.ne.jp/gold/soranaka/）を、4
月 20 日（火）に楽天市場にてグランドオープンいたします。
全日空商事では、ANA マイレージクラブ会員の皆様にご好評いただいている ショッピングサイト『ANA
STORE/ANA ショッピング A-style』を 2000 年より運営してまいりました。このたび、EC 業界の伸長に合わせ
て、新領域に挑戦すべく、新たなショッピングサイトを立ち上げます。

■ 『SorANAka』 とは？

私たちは ANA グループとして、全国各地と絆を築き、様々な心が弾む逸品に出会ってきました。コロナ禍で外
食や旅行をする機会が減り、お家時間が増えた今、「そこでしか味わえない心弾む選りすぐり」をご自宅でも手
軽に体験してほしいという想いから、この度、『SorANAka』 を立ち上げました。
「家にいても旅行のわくわく感を味わいたい」といったニーズに対し、食のスペシャリス
トたちが厳選した商品を、商品化に至ったエピソードとともに紹介。『SorANAka』という
名前には、“空（sora）を駆け巡り、厳選したわくわくする商品を見つけ出してお客様の
ご自宅（naka）にお届けしたい”という意味が込められています。ちょっと贅沢したい日
や、みんなが集う特別な日など様々なシーンにお役立ていただけるよう、商品ライン
ナップを増やしていく予定です。

■ ショッピングサイト 『SorANAka』 の特長
『SorANAka』は、全日空商事グループの強みを活かした商品ライン
ナップが特長です。国内 32 空港内でギフトショップを運営し、現地ス
タッフが厳選した商品等を販売する ANA FESTA 株式会社や、観光
土産品の企画・デザイン・製造・卸売を行う株式会社藤二誠、生鮮食
品や加工食品、カタログギフト等を取り扱う ANA フーズ株式会社の
それぞれの強みを活かしたショッピングサイトです。

食のスペシャリストに任せて、新たな発見と楽しさを！
食のスペシャリスト（ANA フーズのバイヤー）や、地元をよく知るキャ
スト（ANA FESTA の現地スタッフ）などが厳選した商品をご紹介する
ことで、選ぶ手間をなくし、新たな発見と楽しさを味わっていただくこ
とができます。

食のスペシャリストがエピソードとともにご紹介
（サイトイメージ）

■ 商品一覧 （https://www.rakuten.ne.jp/gold/soranaka/） ※価格はすべて税込み、送料込み
【熊本県】＜熊本・天草生うに本舗 丸健水産＞うにからすみ 60g 4,104 円
＜熊本・天草生うに本舗 丸健水産＞うにからすみ 60g×2 個入詰合せ 7,128 円
お箸がとまらない魅惑の珍味。生からすみの程よい塩気とプチプチ食感に、ウニのま
ろやかなコクが重なり、お酒好きにはたまらないセット。うにとからすみのマリアージ
ュ。ありそうでなかった逸品です。
【京都府】＜京都・鰻割烹まえはら＞三河一色産うなぎ蒲焼 1 尾（約 120g） 6,480 円
＜京都・鰻割烹まえはら＞三河一色産うなぎ蒲焼 2 尾（約 240g）10,800 円
京都御所に近い丸太町に風情ある一軒家として佇む「鰻割烹 まえはら」。2009 年から
2012 年にはミシュランの星を獲得したこともあるお店で手焼きした鰻が自宅で味わえ
る贅沢なセットです。鰻のことを細部まで知りつくした職人が丁寧に手焼きした、ふっく
らおいしい極上のうなぎに仕上げました。
【岐阜県】 ＜新杵堂＞まるごとみかん５粒入りフルーツロールケーキ 3,240 円
しっとりふわふわの生地とクリームに、ジューシーな和歌山県産の厳選みかんがまる
ごと５粒も入ったフルーツロールケーキ。切った断面が華やかでかわいいので、お子
様にも喜ばれるケーキです。
【山形県】 ＜庄司屋＞乾麺そばつゆセット 15 食分 6,441 円
山形の老舗そば処、庄司屋の味が自宅でも楽しめる２種類の乾麺セット。食べ応えが
あり、噛めば噛むほどに蕎麦本来の香りと甘みが楽しめるお蕎麦で、先祖伝来の手打
ちで腰の強さが特徴です。田舎そばの濃い蕎麦の色と、更科そばの真っ白な２色のコ
ントラストが美しく、目でも楽しむことができます。
【東京都】 ＜レストランアラスカ＞特選スペシャルビーフカレー 9 個入り 10,000 円
多くの著名人に愛されている老舗洋食レストラン「アラスカ」の人気メニュー「極上、黒
毛和牛のスペシャルカレー＆ライス」をお買い求めやすい価格帯で楽しんでもらいた
いという思いで作った商品。じっくりソテーしたオニオンとオリジナルでブレンドしたスパ
イスを加えて仕上げた、奥深い味わいが特徴です。
【福岡県】 ＜博多すいとうと＞博多名物居酒屋 4 点セット 8,085 円
お家で博多気分が味わえる居酒屋セット。ごまさば・玄海セットには、長崎県松浦のブ
ランド魚、旬さば（ときさば）と旬あじ（ときあじ）に加え、長崎県五島沖で獲れたブリの
み使用。酢もつは、コリコリとした食感を柔らかく優しい歯応えに仕上げ、ゆず風味のド
レッシングでさっぱりと。とり皮ポン酢肉付きは、噛めば噛むほど旨味が出てきます。
【北海道】 北海道バター3 点セット 6,518 円
北海道を代表する３つの乳業メーカーのバターセット。雄大な大地が広がる北海道で
育った乳牛の良質な生乳で作ったバターです。パンやトーストに塗るのはもちろん、バ
ターコーンやじゃがバターにもおすすめです。
【北海道】 北海道味噌ラーメンセット(2 人前×5 箱） 5,596 円
ラーメン好きのバイヤーがおすすめする、北海道味噌ラーメンセット。北海道を代表す
る 5 店舗の味「えびそば一幻味噌」、「札幌ラーメン信玄味噌味」、「けやき味噌＆バタ
ーコーン」、「らーめんみかん味噌」、「ラーメンほっぺ家みそ」がご家庭で楽しめます。
【福井県】 ＜福井・望洋楼＞三国湊 甘海老てんこ盛り 4 袋入り 6,580 円
福井の老舗旅館「三国温泉 望洋楼」オリジナルの甘海老てんこ盛りセット。特製の海
老醤油を絡めるだけで、手軽に贅沢な丼ぶりが楽しめます。県内で最も水揚げ量が多
い三国漁港の甘海老は、とろけるような甘さと柔らかくも歯ごたえのある食感が特徴。
職人が素早く丁寧に手むきし、新鮮な甘えびの美味しさを閉じ込めました。
【宮城県】 ＜陣中＞仔牛の牛タン厚切り塩麹熟成（120g×3） 7,020 円
仙台牛タンの名店「陣中」の贅沢な牛タンセット。ミルクで育った良質なミルクフェッドヴ
ィールの仔牛のタンです。プリっとした食感とミルクのほのかな香りと甘味が特徴で、く
せが少なく柔らかい肉質です。塩麹につけ込み、約 162 時間低温熟成することで、素
材本来の旨味を引き出しました。外はサックサク、中はじゅわ～っと、牛タンの魅力が
更に深まる絶対に食べたい人気の一品です。

ANA オリジナルビーフコンソメスープ（お徳用 20 袋） 5,000 円
機内で飲んだ味が自宅でも楽しめる大容量セット。そのまま飲んでも、料理の隠し味と
しても使えます。

■会社概要
【全日空商事株式会社】
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、50 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。
[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/

【ANA FESTA 株式会社】
ANA が就航する国内 32 空港に店舗を構える「ANA FESTA」では、各地の名産品や飛行機グッズ・旅行カバンなど
を販売するギフトショップや、スピーディーに食事を提供するフードショップを展開。その地域ならではの商品を中心
に、現地スタッフが厳選し、お客様の様々なニーズにお応えできるよう幅広い品揃えを心掛けています。また、当店
オリジナル商品の開発や提案にも力を注いでいます。
[代表者] 鈴木 裕二（すずき・ゆうじ）
[設 立] 1986 年 4 月 21 日
[所在地] 東京都大田区羽田空港 3-3-2 東京国際空港第一旅客ターミナルビル内
[資本金] 5,000 万円 [売上高] 22,053 百万円（2019 年度）
[株 主] 全日空商事株式会社
[従業員数] 917 名（2020 年 4 月 1 日現在）
[ＵＲＬ] https://www.anafesta.com

【ANA フーズ株式会社】
ＡＮＡフーズは、バナナの民間輸入がスタートした 1955 年からバナナを扱っており、現在はバナナを中心とした生鮮
食品事業、プルーンやクルミ、レーズンやマンゴーなどのドライフルーツやナッツを輸入・販売している加工食品事業、
日本国内の食材を海外へ発信する輸出事業や慶弔のカタログギフトを企画・仕入・販売をしているギフト事業など、
国内外へ幅広く事業展開しています。また、バナナ事業では、エクアドル産の「田辺農園バナナ」、フィリピン産の「フ
レスカーナ」の両ブランドを輸入し、全国で販売しています。
[代表者] 土井 孝浩（どい・たかひろ） [創 業] 1955 年 8 月 9 日
[売上高] 342 億円 （2019 年度）
[所在地] 東京都港区赤坂 6－1－20 国際新赤坂ビル西館 3F
[従業員数] 226 名（2020 年 10 月 1 日現在）
[株 主] 全日空商事株式会社
[ＵＲＬ] https://www.ana-foods.co.jp/

【株式会社藤二誠】
私たちは「思い出と夢」の心を提供し、お客様に喜ばれる企画開発型企業です。リゾート、テーマパークなどの観光物
産の企画、製造、卸し、販売のリーディングカンパニーとして、その地域にしかない商品、藤二誠にしかない商品を提
供しています。2014 年より全日空商事グループの一員となっています。
[代表者] 村田 隆司（むらた・たかし） [設 立] 1970 年 3 月 12 日
[所在地] 山梨県甲府市国玉町 879
[資本金] 3 億 1,000 万円
[株 主] 全日空商事株式会社（99%）
[ＵＲＬ] https://www.fujisey.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 森川・早藤
TEL：03-6735-5090 FAX：03-6735-5035

