
 

 

2021 年 4 月 21 日 

全日空商事株式会社 

航空ファン、ANAファンの皆さまに喜んでいただくためにお届けします！ 

『ANAコレクターズグッズ』を抽選で発売！ 
「ＡＮＡショッピング Ａ-ｓｔｙｌｅ」にて 4月 27日(火)より順次発売開始 

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、すべての航空ファンと ANA ファンに向けた、「マニアック」「ニッチ」「レア」

をテーマにした「ANA コレクターズグッズ」シリーズとして、スラストレバー、操縦桿、コックピットパネル、モックアッ

プシートを、4 月 27 日（火）より順次、抽選で発売を開始いたします。 

全日空商事では、退役した機体をただ廃棄するだけでなく、機体部品を別の形で有効活用出来ないかと考え、飛

行機好きの方々に喜んでいただけるよう、ANA 公式 ECサイトだからできる商品を開発いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 「ANA コレクターズグッズ」とは？ 

「ANA コレクターズグッズ」シリーズは、「もっとマニアックな商品がほしい！」というファンの方からのお声を受け、

企画の構想から製造・実現に至るまで、丸三年以上の月日がかかった大型企画です。 

すべての航空ファンと ANA ファンに向けた、「マニアック」「ニッチ」「レア」をテーマに、ANA 機で実際に使用されて

いた部品を取り外して再利用したリプロデュース品と、機能性や快適性の技術検証などで使用されていた模型サン

プルの 2 種類に分けられます。 

大空を飛び多くの人々や貨物を運ぶ役目を終えた部品やお披露目時に使用された製品に手を触れ、味わい深い

表面の質感や、ずしりとした重みをぜひ実際に体感していただき、その航空機が刻んだ時間をご自宅で感じていた

だきたい一品です。 
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■ 数量限定の 1 品ものを 4 カテゴリー、20 アイテム、全て抽選で販売します！ 

今回販売する「ANA コレクターズグッズ」は、スラストレバー(4 アイテム)、操縦桿(4 アイテム)、コックピットパネル（9

アイテム）、モックアップシート(3 アイテム)の 4 カテゴリー、20 アイテムを、4 月 27 日（火）から 6 月下旬まで間隔を

空けて順次販売開始いたします。全て抽選での販売になります。 

* 申し込み方法、注意事項、条件等は A-style「ANA コレクターグッズ」特集ページをご覧ください（https://www.astyle.jp/sc/press59） 

◆ 第１弾：スラストレバー：4 アイテム 

スラストレバーとは、航空機のコクピットに装備され、燃料を調整しエンジン推力を制御するレバーです。 

2015年に退役したANA機ボーイング767-300で実際に使われていた実物で、機体番号、製造者シリアル番号、

総飛行回数、総飛行時間が入ったメモリアルプレート付きの特別仕様となっております。 

 

 

 

 

 

 

 

・種 類： ①＜ANA オリジナル＞ボーイング 767-300 スラストレバー (JA8290) 

②＜ANA オリジナル＞ボーイング 767-300 スラストレバー (JA8291) 

③＜ANA オリジナル＞ボーイング 767-300 スラストレバー (JA8363) 

④＜ANA オリジナル＞ボーイング 767-300 スラストレバー (JA8368) 

・価 格： ①～④各￥1,200,000(税込) 

・原産国： アメリカ合衆国  

・素 材： 機体とりおろし部分：アルミニウム、合金鋼、プラスチック、ゴム 

機体とりおろし部分以外:アルミニウム 

・サイズ（約）： スラストレバー本体： H78.74×W55.88×D46.99(cm)、お届けボックス： H83.19×W67.4×D53.98(cm) 

・重さ（約）： 44.5kg  

・販売期間： 2021 年 4 月 27 日（火）10：00～2021 年 5 月 11 日（火）09：59 

・販売方法： 購入ご希望の方々の中から抽選となります。申し込み方法等は A-style 特集ページをご覧ください。 

◆ 第２弾：操縦桿：4 アイテム 

操縦桿とは、パイロットが航空機の進行方向を操縦するのに使用するハンドルです。 

2016年に退役したANA機ボーイング767-300で実際に使われていた実物で、機体番号、製造者シリアル番号、

総飛行回数、総飛行時間が入ったメモリアルプレートが台座に印字された特別仕様となっております。 

 

 

 

 

 

 

・種 類： ①＜ANA オリジナル＞ボーイング 767-300 操縦桿 (JA8357) PIC 

②＜ANA オリジナル＞ボーイング 767-300 操縦桿 (JA8357) COP  

③＜ANA オリジナル＞ボーイング 767-300 操縦桿 (JA8360) PIC 

④＜ANA オリジナル＞ボーイング 767-300 操縦桿 (JA8360) COP 

※ PIC：PILOT IN COMMAND＝機長用 COP：CO-PILOT＝副操縦士用  

・価 格： ①③各￥800,000(税込)、②④￥750,000(税込) 

・原産国： アメリカ合衆国  

・素 材： 支柱：アルミニウム合金、コントロールハンドル：マグネシウム合金 

・サイズ（約）： 操縦桿： H38×W34×D34(cm)、 お届けボックス： H40.5×W40.5×D40.5(cm) 

・重さ（約）： 4.7kg  

・販売期間： 2021 年 5 月 11 日（火）10：00～2021 年 5 月 25 日（火）09：59 

https://www.astyle.jp/sc/press59


 

◆ 第３弾：コックピットパネル：9 アイテム 

コックピットパネルとは、航空機のコックピットルームの天井からエンジン装置にかけて無数に配置されたスイッチ

やレバーで、それぞれの機能をなし、飛行機を安全に動かすために欠かせない機能装置です。 

2016年に退役した ANA機ボーイング 767-300 で実際に使われていた実物を Boeing Store が ANA のために特

別に加工・製作した Custom Hangar 商品です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・種 類： ＜ANA オリジナル＞ボーイング 767-300 コックピットパネル １～９ 

＊ １～９ それぞれ形状が異なります。 

＊ 各機能の詳細については保安上の理由によりお答えできかねますので、予めご了承ください。 

・価 格： １～９ 各￥220,000(税込) 

・原産国： アメリカ合衆国  

・素 材： 機体とりおろし部分：アルミニウム、合金鋼、プラスチック  

機体とりおろし部分以外：アルミニウム 

・サイズ（約）： コックピットパネル： H21〜24×W19×D18(cm)  ※1～9 それぞれ異なります。 

お届けボックス： H25×W19×D19(cm) 

・重さ（約）： 2.72〜3.63kg ※1～9 それぞれ異なります。 

・販売期間： 2021 年 5 月 25 日（火）10：00 ～ 2021 年 6 月 8 日（火）09：59 

◆ 第４弾：モックアップシート：3 アイテム 

モックアップシートとは、機能性や快適性の技術検証などを行ったり、新シートのお披露目イベント等で使用して

いる模型になります。実機から取りおろしたシートではなく、空を飛んではおりませんが、機能面はほぼ同仕様で

す。今回は、国内線、国際線の 2 席タイプ、国際線の 3 席タイプなど 3 種類のシートをご用意しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・種 類： ①＜ANA オリジナル＞国内線プレミアムクラス モックアップシート 2 席タイプ 

②＜ANA オリジナル＞国際線プレミアムエコノミークラス (777-300ER) モックアップシート 2 席タイプ 

③＜ANA オリジナル＞国際線エコノミークラス (777-300ER) モックアップシート 3 席 FBS タイプ 

※ FBS：Fixed Back Shell の略でシートを倒さずリクライニングができるものになります。 

・価 格： ①￥600,000(税込)、②￥700,000(税込)、③￥650,000(税込) 

・原産国： シート本体：①イギリス、②アメリカ合衆国、③フランス 

・素 材： アルミニウム、合金鋼、プラスチック 

・サイズ（約）： ①W135×D130×H117(cm)、②W177×D79×H119(cm)、③W161×D75×H130(cm) ※台座含む 

・重さ（約）： ①110kg、②70kg、③100kg  

・同型搭載機種：①ボーイング 777-300、他国内線機材、 ②③ボーイング 777-300ER、他国際線機材 

・販売期間： 2021 年 6 月 8 日（火）10：00 ～ 2021 年 6 月 22 日（火）09：59 

テーブル：国際線エコノミークラス③

（777-300ER）3 席 FBS タイプ 

①                         ②                      ③ 



 

● 販売方法（購入申し込み方法） 

今回販売する「ANA コレクターズグッズ」は、全て一品もので同じものがありません。このことから全商品を抽選で

販売することとしました。エントリー条件等、詳細につきましては「ANA コレクターズアイテム」特集ページにてご確

認ください。 

抽選結果の発表は、厳正な抽選の上、エントリー締切 1 週間後の火曜日に当選者の方のみへメールにてご連絡を

差し上げます。 

※当選連絡後にやむをえない理由等で売買契約が成立しなかった場合、繰り上げ当選を実施する場合がございます。 

※応募状況により、7 月中旬以降より一般販売を実施する場合がございます。 

● 「ANA コレクターズグッズ」 特集ページ URL： https://www.astyle.jp/sc/press59 

■ 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、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。 

[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） 

[Ｕ Ｒ Ｌ] https://www.anatc.com/  

[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） 

 

 

＜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/sc/press59
https://www.anatc.com/

