
 

2022年 9月 1日 

全日空商事株式会社 

＜ANA創立 70周年記念 A-style企画第四弾＞ 

『LeSportsac for ANA』 歴代の飛行機が描かれた初のオリジナルプリント 
@SKYおよび AMCアプリは 9月 1日、A-ｓｔｙｌｅは 9月 26日より販売開始 

全日空商事株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：國分
く に ぶ

裕之）は、ANA 創立 70 周年記念 A
エ

-
ー

style
スタイル

企画第四弾

として、『LeSportsac
レ ス ポ ー ト サ ッ ク

 for ANA』シリーズ初となるオリジナルプリントのコラボ商品（全 7商品）を販売します。 

2022年 9月 1日（木）より、国内線機内/ラウンジ内の ANA Wi-Fi serviceからアクセスできるショッピングサイト「A N A
エイエヌエー

 

STORE
ス ト ア

@
アット

SKY
ス カ イ

（以下、@SKY）」および「ANAマイレージクラブアプリ（以下、AMCアプリ）」、9月 26日（月）より ANA公式

ECサイト「ANA STORE/ANAショッピング A-style（以下、A-style）」（https://www.astyle.jp/）にて順次販売します。 

※販売チャネルにより販売商品が異なります。詳細は下記の商品概要をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
■ 人気コラボシリーズ初の完全オリジナルプリントが、ANA創立 70周年記念で登場！  

2019年の発売以降、毎回人気の「LeSportsac for ANA」シリーズ。今回は ANA創立 70周年記念として、初めて一から

デザインしたオリジナルプリントの生地を使用しました。特別に描き下ろした ANA 歴代の飛行機（BELL47／DC-3／L-

1011／テクノジャンボ／777-300ER型機／ANA ゴールドジェット／エコボン／787-8型機）のイラストが、アメリカ生まれ

の LeSportsac らしいブルーのデニム調のプリントに描かれ、爽やかな印象に仕上がっています。なお、商品によって総

柄と大きく飛行機をプリントした生地を使い分け、買い揃えてもお楽しみいただけるよう工夫しました。飛行機ファンの方

にもお馴染みの機種や、形状やカラーが個性的な機種を “Take off for the future（未来へ歴史をつなげる）”というメッ

セージとともにデザインした、ここでしか入手できない貴重な商品となっています。 

 

■ 販売チャネル 

「ANA STORE@SKY」 販売  ※特典として、特製ステッカーをプレゼント！ 

【販 売 期 間】 2022年 9月 1日（木） 10時 より 

【販 売 方 法】  

ANA国内線にご搭乗のお客様が、機内やラウンジで ANA Wi-Fi Serviceを利用して

アクセスできるオンラインショッピングサービス「ANA STORE@SKY」にてご購入いた

だけます。詳しくは、下記 URL をご確認ください。 

https://www.ana.co.jp/ja/jp/domestic/promotions/ana-sky-shop/promo/ 

「ANAマイレージクラブ」 アプリ  ※特典として、通常の 3倍マイルをプレゼント！ 

【販 売 期 間】 2022年 9月 1日（木） 10時 から 9月 26日（月） 9時 59分 まで 

【特集ページ URL】  https://www.astyle.jp/sc/press88  

「ANA STORE/ ANA ショッピング A-style」 WEB サイト 

【販 売 開 始】 2022年 9月 26日 （月） 10時より 

NEWS RELEASE 

 

第 22-18号 

（↑） 「ANA STORE @SKY」に
て本商品をご購入いただいた
お客様限定特典の特製ステッ
カー。本商品にもあしらわれて
いる 8 機の飛行機イラストを切
手風のデザインにしました。 

https://www.astyle.jp/
https://www.ana.co.jp/ja/jp/domestic/promotions/ana-sky-shop/promo/
https://www.astyle.jp/sc/press88


 

■ 商品概要 ※全商品共通項目 【生地素材】 外側：ポリエステル、内側：ナイロン 

〈ANA STORE@SKY〉 〈AMCアプリ／A-style〉 販売商品 

【商品名】 <ANAオリジナル> LeSportsac for ANA  

Wristlet Pouch Set （Take off for the future） 

旅行時にパスポート、コインケース、コスメなどを収納できる便利な異な

るサイズのポーチが 3つセットに。マチが薄いので、バッグの中にコンパ

クトに収まります。 
 

【サイズ】 （約）L：W20×H14.5cm、M：W17×H12cm、 

S：W15×H10cm、リストレットストラップ：全長 18cm 

【重 さ】 （約）110ｇ ※ポーチ 3点、リストレットストラップ合計 

【価  格】 8,800円（税込） 

〈ANA STORE@SKY〉 〈AMCアプリ／A-style〉 販売商品 

【商品名】 <ANAオリジナル> LeSportsac for ANA  

Quinn Bag（Take off for the future） 

マチが薄くコンパクトなショルダーバッグ。3 段のジップポケットで収納力

があり機能的なスタイルになっています。貴重品や必需品を入れて身軽

にお出かけ、またメインバッグに入れてバッグインバッグとしてもお使い

いただけます。 
 

【サイズ】 （約）本体：W27×H19×D (マチ)5cm、 

ショルダーストラップ：60-112cm ※取り外し不可 

【重 さ】 （約）140g  【価  格】 9,900円（税込） 

〈AMCアプリ／A-style〉 販売商品 

【商品名】 <ANAオリジナル> LeSportsac for ANA  

Tech Organizer （Take off for the future） 

充電器やマウス、PC バッテリーなどガジェット類をまとめて入れられる

ポーチ。仕分けがしやすいデザインになっているので、旅行はもちろ

ん、大きめの化粧ポーチとしてもおすすめです。 
 

【サイズ】 （約）W23×H16×D（マチ）5cm 

【重 さ】 （約）140g  【価  格】 9,900円（税込） 

〈AMCアプリ／A-style〉 販売商品 

【商品名】 <ANAオリジナル> LeSportsac for ANA  

13inch Lap Top Case （Take off for the future） 

13インチのノートパソコンやタブレットが入るケース。クッション性のある素材

なので、大切な機器を守ります。外側のポケットには手帳やペンなどを収納

できます。 
 

【サイズ】 （約）W33×H24×D（マチ）1.5cm 

【重 さ】 （約）150g  【価  格】 8,800円（税込） 

〈AMCアプリ／A-style〉 販売商品 

【商品名】 <ANAオリジナル> LeSportsac for ANA 

LG Book Tote with small pouch （Take off for the future） 

雑誌や書類、ノート PC などが入れやすいスクエアトートバッグ。A4 サイズ

が縦にも横にも収納でき、マチも広く容量たっぷり。小物を入れるのに便利

なジッパーポーチがセットになっています。 
 

【サイズ】 （約）トートバッグ：W35×H38×D(マチ)11cm、 

ポーチ：W15×H10cm 

【重 さ】 （約）290g  【価  格】 18,150円（税込） 

両面で異なる飛行機のイラスト 

[↑] ジッパーポーチ付き 



 

〈AMCアプリ／A-style〉 販売商品 

【商品名】 <ANAオリジナル> LeSportsac for ANA  

Deluxe LG Weekender（Take off for the future） 

3〜4泊ほどの旅行の荷物がたっぷり入るボストンバッグ。 

細かいものは、外側と内側のポケットに小分けに収納して、背面にはキャ

リーケースのハンドルに通せる仕様になっているので出張や海外旅行に

もおすすめ。 
 

【サイズ】 （約）本体：W52×H35×D(マチ)27cm、 

ショルダーストラップ：68-117cm、持ち手：38cm 

【重 さ】 （約）600g  【価  格】 24,750円（税込） 

〈ANA STORE@SKY〉 販売商品 

【商品名】 <ANAオリジナル> LeSportsac for ANA  

Multi Case（Take off for the future） 

旅行時はパスポート、渡航先の紙幣や小銭、チケット類などを入れて。

日常的にはマスクやカード入れとして、多様な使い方ができる折りたた

み式のマルチケースです。 

【サイズ】 （約）W12×H15cm 

【重 さ】 （約）70g  【価  格】 6,050円（税込） 

 
 

「LeSportsac（レスポートサック）」について 

豊富なプリントと高い実用性で、1974 年のデビュー以来世界中で人気を誇る NY 発バッグ

ブランド。軽量で耐久性に優れたリップストップナイロンを使用し、ポーチなどの小物から旅

行用ボストンまでバリエーションの豊富さが幅広い世代に愛され続けています。 
 
 
■ A-styleにおける「ANA創立 70周年記念企画」について 

ANA は 2022 年 12 月 1 日に創立 70 周年を迎えます。お客様への感謝の気持ちを込めて、A-style

では「ANA 創立 70 周年記念企画」として、様々なコラボ商品の販売を計画しています。A-style では

今後もANA創立 70周年を記念し、お客様に喜んでいただけるような様々な企画をご用意しています

ので、どうぞご期待ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
【全日空商事 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] 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） 

[Ｕ Ｒ Ｌ] https://www.anatc.com/ 

＜本件に関するメディアからの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 

 

                   

 
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。 

また、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。 

 （https://www.astyle.jp/） 

 

/ 

 

キャリーケースなどの 
ハンドル通し使用イメージ [→] 

https://www.anatc.com/
https://www.astyle.jp/

