
 

 

 

2022年9月13日 

全日空商事株式会社 

＜ANA創立70周年記念 A-style企画第五弾＞ 

新年の食卓に華を添える ANAの 2023年「おせち」 
ANAショッピングA-styleにて、9月13日(火)より予約販売開始 

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

企画第五

弾として、運営する ANA 公式 EC サイト「A N A
エイエヌエー

 STORE
ス ト ア

/ANA ショッピング A
エ

-
ー

style
スタイル

（以下、A-style）」にて、2023 年の

「おせち料理」の予約販売を9月 13日(火)より開始いたします。 

ANA ショッピング A-style では毎年、バイヤーが厳選した老舗や名店、人気のおせちなどを販売しており、2023 年

は 56種類をご用意しております。その中から、ここでしか手に入らないプレミアムおせちとして特にご好評をいただ

いている 「ANAオリジナルおせち」をご紹介いたします。 

■ 毎年一番人気！ANAケータリングサービスのANAオリジナル「謹製 迎春おせち三段重」  

ANA では、『海外旅行には行けないけれど、おうちで旅行気分を味わいたい！』というお客様の声にお応えし、2020 年 12

月より ANA国際線で提供する機内食のネット販売を開始しました。発売から 9か月でシリーズ累計販売数 116万食を超

える人気商品となった機内食を製造する株式会社ANAケータリングサービスが手掛けたおせち料理が今年も登場します。 

「ANAオリジナル 謹製 迎春おせち三段重」は、昨年も大好評のうちに完売したA-styleで一番人気のおせちです。こだわ

りが詰まった伝統的な和食を中心に、魚介料理、肉料理をバランスよく織り混ぜ、更に盛り付けにもこだわった、新春の祝

い膳にぴったりのおせちが完成しました。 

また、今年の「ANAオリジナル 謹製 迎春おせち三段重」には、特典としてANA創立 70周年を記念し、特別にデザインし

たANAオリジナル小皿をご用意しました。表面には、125年続く京都手描き友禅の老舗染匠である「吉川染匠」がプロデュ

ースするオリジナル絵柄が描かれ、裏面にはANA創立70周年を記念した限定ロゴが入ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜購入特典＞ ANA創立70周年ロゴ入りオリジナル小皿 

特典の小皿は、京友禅の伝統的な工程にこだわり、独自技術で華やぎと品格

のある着物作りを目指す、明治時代から四代 125年続く老舗「吉川染匠」にデザ

インをしていただきました。古くから日本人に愛されてきた「ジャパンブルー」の藍

色を使用し、おめでたい意味を持つ「束ね熨斗」「松竹梅」をイメージした ANA オ

リジナルの絵柄です。高台裏には ANA 創立 70周年ロゴが入った限定品となり

ます。 
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商 品 名： ＜ANAオリジナル＞ 

謹製 迎春おせち三段重 

セット内容： 全49品 (2～3人前)、 

オリジナル小皿×2（直径 11cm） 

重箱サイズ： 木箱外寸 16.7×16.7×4.5（cm）、 

3段、重箱盛付済 

製造･詰合せ地： 国内 

お 届 け： 冷凍便 

ご注文受付： 2022年12月25日まで 

お届け予定： 2022年12月29～30日 

賞味期限： 2023年1月31日まで (冷凍) 

販売価格： 27,500 円 （税込、梱包発送料込） 

特典：オリジナル小皿×2枚 



 

 

 ㈱ANAケータリングサービス 森和食料理長のこだわりと内容紹介 

『2023年のおせちは、食材の良さを最大限に生かし、心を込めて作り上げました。 

壱の重は、お正月にふさわしい祝い肴を中心に縁起物の食材を丁寧に盛り込み、新年を迎える喜

びを華やかに表現しました。弐の重は、あっさりと召し上がっていただけるような酸味と甘味をバラ

ンスよく詰め合わせ、色彩豊かなお重に仕上げました。参の重は、毎年新しい食材を取り入れ、焼

き物、煮しめなど24種類の山海の幸を盛り沢山に詰合せ、食べ応えのあるお重です。 

山海の食材を彩り良く重ねて丁寧に盛り合わせ、お正月にふさわしい華やかな祝い膳となっており

ます。季節感あふれる美しい盛り付けもお楽しみください。』 

 

【壱の重】         【弐の重】         【参の重】  

 

 

 

 

 

 

■ 特別な年を迎えるにふさわしい料亭の味、「一乃松」の生おせち をご紹介！ 

越前若狭でとれる新鮮でおいしい海の幸や山の幸を中心に、選び抜いた素材を使用する福井県の高級料亭「一乃松」へ

特別にオーダーし、今回も A-style オリジナルおせちを作っていただきました。ひとつひとつに心を込め、丁寧につくり上げ

るその作品は、職人の誇りと気質が息づいており、素材の味がいきたおいしいものばかりです。特別な年を迎えるにふさ

わしい料亭の味、「一乃松」のつくりたて『生おせち』をご自宅へお届けします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いくら醤油漬け つくばね、黒糖焼豚、

鶏の七福巻き、叩き牛蒡、田作り、鮑

柔らか煮、黒豆 紅白ちょろぎ、数の

子、有頭海老艶煮、伊達巻、紅白蒲

鉾、栗渋皮甘露煮、黄金きんとん、金

柑蜜煮 （※つくばねは品目数に含まず） 

紅白柿なます、ローストビーフ 山葵ジ

ュレ、サーモンマリネ、小鯛笹漬け、か

にきぬた、海老寄せ、さわら昆布〆、

鰊昆布巻き、柿バター鳴門巻き、味付

け胡瓜、海月旨酢漬け 

玉子チーズ寄せ、蛸天、味噌焼チキン、

鮭西京焼き、合鴨和風ロースト、砂肝燻

製、若桃、花蓮根、花弁百合根、かしくる

み、穂付筍、梅花人参、椎茸煮、六方慈

姑、赤白蒟蒻、海老芋六方、梅麩、枝

豆、子持ち鮎、鶏松風、子持ち烏賊、蛸

柔煮、穴子八幡巻、菜の花 

商 品 名 ： ＜ANAオリジナル＞  

ANA創立70周年記念オリジナル金箔付 ☆ 

日本料理 「一乃松」 謹製おせち二段重 

セット内容 ： 全40品 (2～3人前)、 

ANAオリジナル料理用金箔 

重箱サイズ ： 紙箱外寸 21.5×21.5×5.4（cm）、 

2段、重箱盛付済 

製造･詰合せ地 ： 国内     お届け ： 冷蔵便 

ご注文受付 ： 2022年12月26日まで 

お届け予定 ： 2022年12月31日 

賞味期限 ： 2023年1月1日まで (冷蔵) 

販売価格 ： 26,500円 （税込、梱包発送料込） 

★ANAオリジナル料理用金箔  

70周年記念商品の限定特典として、ANAオリジナル料理用金箔が付きます。 

日本酒やお雑煮などに振りかけると、華やかでお祝いの席の特別感を演出します。 [画像右→] 



 

 

■ ご予約・ご購入方法 

ANA公式ECサイト「ANA STORE/ANAショッピングA-style」特集ページより、ご予約いただけます。 

【販 売 期 間】 2022年 9月13日（火） から 12月26日（月）  まで 

【特集ページ URL】  ANAショッピング A-style おせち特集 2023  https://www.astyle.jp/sc/press86 

※販売数に限りがございます。売り切れの際はご了承ください。 

※ご注文締切日・お届け予定日については商品ごとに異なりますので、詳細はサイトをご確認ください。 

※冷凍もしくは冷蔵配送により一部の地域にお届けできない場合がございます。 

 
 

ANA STORE/ANA ショッピング A-styleでは、「ANAオリジナルおせち」以外にも、バイヤーが厳選した老舗
や名店、人気のおせちを多数取り揃えており、早期のご予約でおトクなキャンペーンも実施いたします。 

 以下の期間におせち商品をご購入いただいた方は、獲得マイルが倍に！ 

３倍マイルキャンペーン：  2022年   9月13日（火）10：00～2022年10月31日（月）09：59 まで 

２倍マイルキャンペーン：  2022年10月31日（月）10：00～2022年11月30日（水）23：59 まで 

 

 

■ 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/ 

[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 

 

 

 

 

＜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 

 

＊＊＊早期のご予約で、おトクなキャンペーン実施！＊＊＊ 

                   

 
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/） 
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