
 

2021年 7月 30日 

   ANA FESTA株式会社 

Japan Duty Free GINZA(銀座三越本館 8階)「AIRPORT in GINZA」へ出店 

楽しい旅は銀座にある！ 

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お出迎え！ 

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
エーエヌエー

 FESTA
フ ェ ス タ

株式会社（本社：東京都大田区、代表取

締役社長：鈴木裕二、以下ANA FESTA）と、ANA公式 ECサイト「A N A
エーエヌエー

 STORE
ス ト ア

/A N A
エーエヌエー

ショッピング A
エ

-
ー

style
スタイル

」

（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、Japan 

Duty Free GINZA（銀座三越本館 8階）において開催される「AIRPORT in GINZA」へ出店いたします。各地の空港で販

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。本催事で取り扱う商品は免税品ではないため、どな

たでもご購入いただけます。期間は 7月 31日（土）～10月 31日（日）までの 3か月限定の販売です。 

■空港が銀座にやってきた！ 「ANA FESTA」のお土産で楽しい旅気分を！ 

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。今回の「AIRPORT in 

GINZA」では、千歳・羽田・伊丹・福

岡・那覇の各空港でしか購入できな

い ANA FESTA オリジナル商品を取

り揃えました。また、飛行機雑貨や

空港限定のぬいぐるみなども販売

し、空港を感じて、旅気分を味わって

いただけるラインナップです。 

■ 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「AIRPORT in GINZA」 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、ANA オリジ

ナルエンブレム入りのバッグやハワ

イ関連グッズ、そしてANAロゴ入りボ

トルや人気の和風小物「かまわぬ」

シリーズなどを販売します。 

なお、今回の「AIRPORT in GINZA」は

リアル店舗のため、実際に手に取っ

てお選びいただけます。また、「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。 

 

NEWS RELEASE 

 

〈山口油屋福太郎〉 

めんべい明太バ

ター風味 

（12袋入り） 

1,080円(税込) 

福岡空港名物！ 
 

〈ANA 

オリジナル〉 

ビーフコンソメ

スープ 

（20袋入り） 

810円(税込) 
 

〈ANAオリジナル〉 

TUMI for ANA 

ALPHA 3 イース

ト・ウエスト・エク

スパンダブル・ト

ート 

68,200円(税込) 

〈ANA オリジナル〉 

FLYING HONU  

フェイスタオル 

機体／海 

（各1枚）  

2,954円 (税込) 

 

扇子 

ANA摩天楼 

 

1,100円(税込) 

 
 

空港限定 フラ

イトベア ぬいぐ

るみ ブルー 

 

2,420円(税込) 

〈ANA オリジナル〉 

かまわぬ  f o r 

ANA てぬぐい 

鳥獣戯画（空港） 

（1枚）  

1,540円(税込) 
 

 〈ANAオリジナル〉

Hydro Flask ANAボ

トル 12oz 

パシフィック／コバル

ト（各１個） 

 4,500円(税込) 
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■ 催事の概要 

催 事 名： AIRPORT in GINZA 

開 催 場 所： Japan Duty Free GINZA（銀座三越本館 8階） 

（東京都中央区銀座 4-6-16） 

ア ク セ ス：  

 東京メトロ 「銀座駅」（銀座線・丸の内線・日比谷線）改札すぐ 

 東京メトロ 「銀座一丁目駅」（有楽町線） 9番出口 徒歩 5分 

 JR「有楽町駅」（山手線・京浜東北線） 中央口・銀座口 徒歩 9分 

 都営地下鉄（浅草線）・東京メトロ (日比谷線）「東銀座駅」 銀座駅方面地下通路経由徒歩 2分 

開催日時： 7/31(土)～10/31(日) 10：00～20：00  ※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 

【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] 6,264百万円（2020年度） 

[株  主] 全日空商事株式会社  

[従業員数] 789名（2021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  

[全日空商事グループ]  

ANA FESTA株式会社、全日空商事デューティーフリー株式会社、ANAフーズ株式会社、株式会社武蔵の杜カントリーク

ラブ、株式会社藤二誠、インターナショナル・カーゴ・サービス株式会社、米国全日空商事株式会社、FARWEST 

AIRCRAFT,INC、ANA Creative Operation Services(A-CROSS)株式会社、ANA DIGITAL GATE株式会社  

[売上高] 連結 824億円、単体 364億円 （2020年度） 

[株  主] ANAホールディングス株式会社      

[従業員数] 連結 2,143名、単体 514名 （2021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 森川・早藤 TEL：03-6735-5090  FAX：03-6735-5035 
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