2021 年 6 月 22 日
株式会社丸善ジュンク堂書店
ANA FESTA 株式会社

NEWS RELEASE

丸善 丸の内本店にて「ANA グループ スペシャルフェア」を開催！

空港内ギフトショップ 「ANA FESTA」のご当地土産や
ANA 公式 EC サイト「ANA ショッピング A-style」の
ANA オリジナルグッズが丸の内に大集合！
～気になっていた“あの商品”が、丸の内で見れる、触れる、買える！～
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日本国内 32 の ANA 就航空港でギフトショップなどを運営するA N A FESTA株式会社（本社：東京都大田区、代表
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取締役社長：鈴木裕二、以下 ANA FESTA）と、ANA 公式 EC サイト「A N A STORE/A N A ショッピング A-style」
（https://www.astyle.jp/）を運営する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、株式
会社丸善ジュンク堂書店（本社：東京都中央区、代表取締役社長：中川清貴）と共同で、丸善 丸の内本店（千代田区
丸の内）において、「ANA グループ スペシャルフェア」 と銘打ち、全国の空港で販売している ANA FESTA オリジナ
ルのお土産物を中心に、普段はネットでしか購入できない、ANA がブランドとコラボして開発したバッグなどを期間限
定で販売することになりました。
期間は 6 月 23 日（水）～8 月 17 日（火）までの 8 週間限定の臨時販売となります。

■ 空港の「ANA FESTA」でしか買えなかったあの商品を、丸の内で！
新型コロナ感染拡大の影響で、旅行や出張、帰省が簡単には出来なくなった昨今、各地のお土産品を恋しく感じてい
らっしゃる方も多いのではないでしょうか。「ANA グループ スペシャルフェア」 では、普段は各地の空港に行かなけ
れば購入できない商品をラインナップ。ANA FESTA が出店している各地の空港内ショッ
プのネットワークを活かした品々を幅広く取り揃えます。
実は、ANA FESTA は、各地の有名なお土産品を取り揃えているだけでなく、ANA FESTA
オリジナルの商品を各地の企業と共同で開発、販売しています。そんな ANA FESTA が
携わった ANA FESTA オリジナル商品を全国から取り寄せています。

■ 普段は、ネットショップでしか買えない商品を、実際に見て、触って買うことができる！
今回の「ANA グループ スペシャルフェア」 では、ANA の公式 EC サイト「ANA ショッピング A-style」で販売している
ANA オリジナル商品の中から、人気の和風小物「かまわぬ」シリーズや「FLYING HONU」ロゴ入りのハワイ関連グッ
ズ、ANA オリジナルエンブレム入りのバッグなどを販売します。
なお、今回の「ANA グループ スペシャルフェア」はリアル店舗のため、「A-style」通常購入時の送料が不要となり、
実物をその日にお持ち帰りいただけます。

■ 更にスペシャルなあの逸品が！
昨年話題となりました ANA ロゴ入りのマスク「＜ANA オリジナル＞ウォッシャブルマスク（マスクケース付き）」も販売
予定です。「ANA グループ スペシャルフェア」 は、各地の「ANA FESTA」のネットワークと EC サイト「A-style」の
ANA オリジナルから、幅広く商品が集まります！

■ 商品ラインナップ （一例）
●ANA FESTA から

(ブランド名・メーカー名/品名/内容量/税込価格/販売元空港名)
〈ANA オリジナル〉

〈ANA オリジナル〉

〈ANA FINDELISH〉

ビーフコンソメスープ

ビーフコンソメスープ

ANAシェフのオリジナ

（20 袋入り）

を使った とびっきり

ルカレー（チキン）

810 円

ビーフカレー（1 個）

（1 個） 540 円

540 円
〈S´MORE〉

〈中野物産〉

〈山口油屋福太郎〉

焼マシュマロ・タルト

中野の都こんぶ

めんべい明太バター

スモア（4 個入り）

オリジナルパッケージ

風味（12 袋入り）

702 円

（1 個）

1,080 円

羽田空港

680 円/伊丹空港

福岡空港

〈TEASE MARRIAGE〉

〈FRUITS GALETTE〉

〈フラワー〉

ミルフィーユ九州産ほ

沖縄フルーツガレット

大阪サックリスター

うじ茶&クリームチーズ

マンゴー（8 個入り）

（6 本入り）

（8 本入り）

1,080 円

1,080 円

1,350 円/福岡空港

那覇空港

伊丹空港

〈サロンドロワイヤル〉

〈壺屋総本店〉

〈二鶴堂〉

ピーカンナッツトリオ

き花キャラメルワル

博多バームスティッ

（10 袋入り）

ツ（8 枚入り）

ク あ ま おう苺チ ョ コ

1,300 円

1,350 円

（10 個入り）

伊丹空港

千歳空港

756 円/福岡空港

●ANA ショッピング A-style から （ブランド名/品名/内容量/税込価格)
〈ANA オリジナル〉

〈ANA オリジナル〉

〈ANA オリジナル〉

ウォッシャブルマスク

ウォッシャブルマスク

Hydro Flask ANA ボト

（マスクケース付き）

（マスクケース付き）

ブラック（Ｌサイズ）

ホワイト（Ｌサイズ）

（1 個） 2,530 円

（1 個） 2,530 円

＜ANA オリジナル＞
ZERO HALLIBURTON
for ANA Pursuit
Aluminum Collection
International Carry-on
32L （1 個）140,800 円

ル 12oz
パシフィック／コバルト
（各１個） 4,500 円
〈ANA オリジナル〉

〈ANA オリジナル〉

BRIEFING for ANA

TUMI for ANA

3WAY (TR-3 S MW

ALPHA 3

WP 3WAY)

スリーウェイ・ブリーフ

（1 個） 56,650 円

（1 個） 79,200 円

〈ANA オリジナル〉

<ANA オリジナル＞

＜ANA オリジナル＞

かまわぬ for ANA

か ま わ ぬ for ANA

FLYING HONU

てぬぐい 鳥獣戯画

てぬぐい 富士山

フェイスタオル

（空港）

（1 枚） 1,540 円

機体／海

（1 枚） 1,540 円

（各 1 枚） 2,954 円
〈ANA オリジナル〉

〈ANA オリジナル〉

〈ANA オリジナル〉

マ グ カ ッ プ ～ I LOVE

マグカップ～I LOVE

LUKE H.OZAWA 撮影

ANA～ ／ブルー

ANA～／ホワイト

アクリルフォトパネル

（1 個）

（1 個）

A380 FLYINGHONU

2,445 円

2,445 円

ANA ブルーS
（1 枚） 48,000 円

■ 催事の概要
催 事 名： ANA グループ スペシャルフェア
開催場所： 丸善 丸の内本店 4F
（東京都千代田区丸の内 1-6-4 丸の内オアゾ内）
ア クセス： JR 東京駅 丸の内北口 徒歩 1 分、
東京メトロ 東京駅（丸の内線） 徒歩 5 分
東京メトロ 大手町駅（東西線・千代田線） 徒歩 5～7 分
都営地下鉄 大手町駅（三田線） 徒歩 5～7 分
開催日時： 6/23(水)～8/17(火) 9：00～21：00 ※休日：無し
※開催日時は予告なく変更になる場合がございます。

■ 会社概要
【株式会社丸善ジュンク堂書店】
2015 年 2 月に丸善書店株式会社と株式会社ジュンク堂書店の合併により設立され、日本国内を中心に「丸善」「ジュンク堂
書店」「MARUZEN＆ジュンク堂書店」など約 100 店舗を展開しています。愚直なまでに本と文具の品揃えにこだわり、お客
様のニーズにお応えすることを追求しています。
[代表者] 中川 清貴（なかがわ・きよたか）
[設 立] 2010 年 8 月 2 日
[所在地] 東京都中央区日本橋二丁目 3 番 10 号
[資本金] 5,000 万円
[店 舗] 全国に約 100 店舗を展開
[株 主] 丸善 CHI ホールディングス株式会社
[Ｕ Ｒ Ｌ] https://www.maruzenjunkudo.co.jp/

【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）
[Ｕ Ｒ Ｌ] https://www.anafesta.com

【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。全日空商事は、ANA 公式 EC サイト「ANA ショッピング A-style」を運営しています。
[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
[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/

＜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

