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日本の美景や ANA 鬼滅の刃じぇっとなど、新作が過去最多の 12 種類！

「2023 年 ANA カレンダー」
～ANA STORE/ANA ショッピング A-style にて 8 月 1 日より予約販売開始～
く に ぶ

エイエヌエー

エイエヌエー

全日空商事株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：國分 裕之）は、運営する A N A 公式 EC サイト「A N A
ス

ト

ア

エ －スタイル

STORE/ANA ショッピングA-style」にて、2023 年 ANA カレンダーの予約販売を 8 月 1 日（月）より開始いたします。
2023 年 ANA カレンダーは、各地の風景を背景に ANA 機が飛ぶ「ANA フライトカレンダー」など人気の定番カレンダー
11 種類に加え、新作カレンダーが 12 種類登場し、合計 23 種類の多彩なラインナップとなっております。なお、早期の
ご予約にはお得なマイル特典をご用意しております。
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▲「ANA 鬼滅の刃じぇっと
特大版」より
▲左から、「特大
ANA 日本の美景カレンダー」、「壁掛 ANA 鬼滅の刃じぇっとカレンダー」
「壁掛 ANA A380 FLYING HONU カレンダー」、「壁掛 MARINE JUMBO カレンダー」
」

■「2023 年 ANA カレンダー」は新作が過去最多の 12 種！

2023 年 ANA カレンダーは、12 種類の新作カレンダーが登場します。
ANA が厳選した美しい日本の風景をお届けする「ANA 日本の美景カレンダー」は特大・壁掛・卓上の 3 種類。ご好評を
いただいております海外風景カレンダーは壁掛 A2 サイズの「壁掛 ANA グラフィックギャラリー ヨーロッパ」と「卓上
ANA グラフィックギャラリー」の 2 種類が登場します。
創立 70 周年を迎える ANA 機材の歴史をたどる「ANA HISTORICAL FLEET カレンダー」、ルーク・オザワ氏撮影による
懐かしい画像で構成した「卓上 ANA MEMORIES OF FLIGHT カレンダー」、3 機 3 色がそろった「壁掛 ANA A380
FLYING HONU カレンダー」、登場から 30 年、懐かしの「MARINE JUMBO カレンダー」に話題の「ANA 鬼滅の刃じぇっと
カレンダー」は機体切り抜き画像に鬼殺隊・柱の雄姿を組み合わせた特大・壁掛・卓上の 3 種類が登場します。

■「2023 年 ANA カレンダー」 新商品ラインナップ

（※価格は全て税込・配送料別）

ANA 日本の美景カレンダー （①特大 ②壁掛 ③卓上）
ANA が選んだ日本の美しい風景を収録した特大、壁掛、
卓上カレンダー。図柄はそれぞれ異なります。特大版は、
縦 104.7ｃｍの迫力あるサイズでお届けします。

※画像は、①特大（表紙、本文）

① 特大 ANA 日本の美景カレンダー
【サイズ】104.7ｘ72.8cm
【枚数】表紙+本文 6 枚 【税込価格】￥4,840
② 壁掛 ANA 日本の美景カレンダー
【サイズ】59.4ｘ42cm（A2）
【枚数】表紙+本文 12 枚 【税込価格】￥2,750
③ 卓上 ANA 日本の美景カレンダー
【サイズ】15ｘ17.5cm
【枚数】表紙+本文 12 枚 【税込価格】￥1,760

ANA 鬼滅の刃じぇっとカレンダー （④特大 ⑤壁掛 ⑥卓上）
鬼滅の刃じぇっとカレンダーの特大、壁掛、卓上。特大版は、
左右103ｃｍの大迫力。鬼滅の刃じぇっと壱と弐の切り抜き画像
に鬼殺隊と柱の雄姿で構成しました。
④ 特大 ANA 鬼滅の刃じぇっとカレンダー
【サイズ】74.5ｘ103cｍ
【枚数】表紙+本文 6 枚
【税込価格】￥4,840
⑤ 壁掛 ANA 鬼滅の刃じぇっとカレンダー
【サイズ】59.4ｘ42cｍ（A2）
【枚数】表紙+本文 12 枚
【税込価格】￥3,300
左上：④特大 右上：⑤壁掛
左下：⑥卓上
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⑦ 壁掛 ANA グラフィック
ギャラリーカレンダー
ヨーロッパ

⑥ 卓上 ANA 鬼滅の刃じぇっとカレンダー
【サイズ】15ｘ17.5cｍ
【枚数】表紙+本文 12 枚
【税込価格】￥2,200

⑧ 卓上 ANA グラフィック ⑨ 壁掛 ANA HISTORICAL ⑩ 壁掛 MARINE JUMBO
ギャラリー カレンダー
FLEET カレンダー
カレンダー

【サイズ】59.4ｘ42cｍ（A2）

世界の美しい風景を集めた卓上
版カレンダー。
（図柄は特大版、壁掛ヨーロッパ
版とすべて異なります。）

創立70 周年を迎える ANA 機材の
歴史を振り返る記念カレンダー。
ご要望にお応えして未収録機材
を新たに収録しました。

【枚数】表紙+本文 12 枚

【サイズ】15ｘ17.5cｍ

【サイズ】59.4ｘ42cｍ（A2）

【税込価格】￥2,750

【枚数】表紙+本文 12 枚

【枚数】表紙+本文 12 枚

【税込価格】￥1,760

【税込価格】￥2,750

ANA が選んだ美しいヨーロッパの
魅力をお楽しみいただけます。

⑪ 卓上 ANA MEMORIES OF FLIGHT カレンダー

マリンジャンボが誕生して 30 年。
懐かしのマリンジャンボカレンダ
ーが出来ました。
【サイズ】59.4ｘ42cｍ（A2）
【枚数】表紙+本文 12 枚
【税込価格】￥2,750

⑫ 壁掛 ANA A380 FLYING HONU カレンダー

ルーク・オザワ氏が撮影した往年

A380 特 別 塗 装 機 「 FLYING

の ANA 機の雄姿をセレクトした卓

HONU」の壁掛 A2 サイズカレンダ

上版カレンダー。

ーです。待望のサンセットオレン

（壁掛け版とは図柄が異なりま

ジの 3 号機を収録しています。

す。）

（卓上版とは図柄が異なります。）

【サイズ】15ｘ17.5cｍ

【サイズ】59.4ｘ42cｍ（A2）

【枚数】表紙+本文 12 枚

【枚数】表紙+本文 12 枚

【税込価格】￥1,760

【税込価格】￥2,750
（※価格は全て税込・配送料別）

■「2023 年 ANA カレンダー」 定番カレンダー ラインナップ
2023 年の定番カレンダーは、国内・海外の風景を織り交ぜた ANA オフィシャルカレンダー「Welcome Aboard」や幻想的
な空港夜景の「ANA トワイライトエアポートカレンダー」、通常は見ることができないコックピットの画像をふんだんに使
った「ANA THE COCKPIT カレンダー」（壁掛・卓上）などを合わせて 11 種類となります。
詳しくは、「ANA オリジナル カレンダー2023 特集」（https://www.astyle.jp/sc/press84）をご覧ください。
▼一番人気の壁掛カレンダー
③「ANA フライトカレンダー」（小型カレンダー付）

▼その他の定番カレンダー（抜粋）

[←] 「Welcome Aboard」画像は
2022 年版の表紙画像

[↑] 小型カレンダー

①Welcome Aboard カレンダー
②特大 ANA グラフィックギャラリー カレンダー
③ＡＮＡフライトカレンダー （小型カレンダー付）
④ANA スーパーフライトカレンダー 特大版
⑤ANA トワイライトエアポートカレンダー
⑥壁掛 ＡＮＡ THE COCPIT カレンダー

￥1,650
￥4,840
￥3,300
￥4,840
￥2,750
￥2,750

⑦卓上
⑧卓上
⑨卓上
⑩卓上
⑪壁掛

ＡＮＡ THE COCPIT カレンダー
ANA A380 FLYING HONU カレンダー
ANA メモカレンダー
ANA 絵はがきカレンダー
ANA MEMORIES OF FLIGHT カレンダー

￥1,760
￥1,760
￥1,320
￥1,320
￥2,750

（※価格は全て税込・配送料別）

■予約販売概要
特集ページ： ANA STORE/ANA ショッピング A-style 「ANA オリジナル カレンダー2023 特集」
https://www.astyle.jp/sc/press84 予約受付開始： 2022 年 8 月 1 日（月） お届け時期： 11 月上旬以降（予定）

■早期予約がお得！
「2023 年 ANA カレンダー」を早期にご予約いただいた方は、ANA のマイルが通常より多く獲得できる特典があります。
9 月末までにご予約いただいた場合、獲得する ANA のマイルが 3 倍になります。

■ ルーク・オザワ氏による厳選画像！
カレンダーに使用する機影写真は、航空写真家 ルーク・オザワ氏が ANA 機を追いながら撮影した新作写真です。四
季折々の美しい風景を飛ぶ ANA 機や空港の夜景など、選び抜いたこだわりの写真の数々をお楽しみください。

航空写真家 ルーク・オザワ氏からのメッセージ
今年も羽田を中心に冬の北海道、夏の沖縄そして全国の就航地に ANA 機を追って
撮影して参りました。空港ターミナルからのシーンや空港外周から ANA 機の雄姿を
朝から夜まで追ってみました。
2023 年もまた皆様にとって素敵な 1 年でありますように。

/

（ 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。

【全日空商事 会社概要】 https://www.anatc.com/
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] 國分 裕之 （くにぶ・ひろゆき） [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 831 億円、単体 355 億円 （2021 年度）
[株
主] ANA ホールディングス株式会社 [従 業 員 数] 連結 1,891 名、単体 472 名 （2022 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

