
 

ブランドコンセプト 『旅する食卓』 ～テーブルのうえで「旅」をする～ 

あの時の香りや空気感、満たされた想い 

未知なるものへの憧れやワクワクとした気持ちを 

今日はこのテーブルのうえに載せてみましょう。 

忙しく、時間に追われる日々であっても 

食べることは生きていくうえで欠かせないことであり 

おいしさは人々を笑顔にします。 

真っ当な材料を使い、手間をかけて 

ちょっといいものをつくりました 

楽しんで味わっていただけたら、何よりです。 

 

2022年 10月 13日 

ANA フーズ株式会社 

ANAフーズの新しいオリジナル商品ブランド 

 『旅する食卓』 ～テーブルのうえで「旅」をする～ 
A-style、LINEギフト（ANAフーズ LINE店）、ANA FESTA一部店舗にて順次販売開始 

 
A N A
エイエヌエー

フーズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：田中久敬）は、オリジナル商品ブランド『旅する

食卓』を立ち上げ、ANA公式 ECサイト「ANA STORE/ANAショッピング A
エ

-
－

style
スタイル

」および「LINEギフト」（ANAフ

ーズ LINE店）にて 10月 13日（木）より販売いたします（ANA就航空港のギフトショップ「ANA FESTA」一部店

舗では 10 月中旬より順次販売）。産地にこだわった原材料をふんだんに使い、丁寧につくりあげたこだわりの

商品を通じて、いつもとちょっと違う“おとなの贅沢”や“その土地への想い”をお伝えしてまいります。食卓に

彩りをそえる商品ラインナップは順次拡大予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ オリジナル商品ブランド 『旅する食卓』 とは？ 

『旅する食卓』は、食品に長く携わる ANA フーズが、商品開拓や各地の生産者とのつながり

の中で得た食に関する知識と経験を活かし、ANA グループの食品会社らしく、高い品質とこ

だわりを兼ね備えた商品づくりを意識して開発したオリジナル商品ブランドです。 

食欲を満たすだけでなく、お客様の心に残り、長く親しんでいただける商品開発を心がけ、お

いしさはもちろんのこと、日常とはちょっと違う“おとなの贅沢”な時間を彩り、懐かしさや憧れ

といった“その土地への想い”を想起させる、そんな商品をお届けしてまいります。忙しく過ごす自分へのご褒美

や、大切な方・お世話になっている方への、ちょっと気の利いた贈り物をお探しの方に、ぜひおすすめしたいシ

リーズです。 
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■ 販売チャネル 

① ANA 公式 EC サイト「ANA STORE/ ANA ショッピング A-style」 

特集ページ URL：  https://www.astyle.jp/sc/press97 

② ANA フーズ LINE 店  PC用URL： https://mall.line.me/sb/ana-foods 

LINEアプリ用（スマホ用） URL： https://mall.line.me/ch/shop/672635 

③ ANA 就航空港のギフトショップ 「ANA FESTA」 

※一部店舗にて販売予定です。詳細は下記の商品詳細をご覧ください。 

 

■ 『旅する食卓』 商品紹介  

【宮城県】 ① 南三陸のカキを味わうグラタン 

南三陸産の濃厚な旨みの牡蠣をたっぷり使用し、 
なめらかなホワイトソースで仕上げたグラタン 

宮城県南三陸町は世界三大漁場の三陸沖を目の前に、2015 年に森のエコラベ

ル FSC、2016 年に日本初の海のエコラベル ASC のふたつの国際認証を取得。

さらに 2018 年にラムサール条約に登録され、恵まれた自然環境が世界的に認

められました。豊かな森林は豊かな海を育むと言われ、このような環境で育てら

れた「サステナブル・シーフード」の牡蠣を使用した冷凍のグラタンです。 

【販売価格】 A - s t y l e L INE ギフト 180g×4 個入り 7,160 円(送料込 税込) 

【福岡県】 ② フルーツを食べるチョコレート あまおう苺  

サクッと食感のドライあまおう苺になめらかなホワイトチョコが 
染み込んだ新食感チョコレート 

福岡県産のあまおう苺にホワイトチョコレートを染み込ませた、シャンパンのお供

としても愉しんでいただける贅沢なチョコレートです。あまおう苺本来の酸味や香

りにチョコレートの甘みが相まった大人のためのデザートは、サクッホロッとしたド

ライ果実の食感が、食べ進めるとホワイトチョコレートの滑らかな舌触りに変化し

ます。 

 

【販売価格】 A - s t y l e L INE ギフト  1 缶 75g 3,240 円(送料込 税込)                         

ANA FESTA 1 缶 75g 2,268 円(税込） ※福岡空港の一部店舗にて、10月中旬より販売開始予定 

【高知県】 ③ 高知県産生姜使用 スパイス香るクラフトジンジャーコーラ 
【高知県】 ④ 高知県産生姜使用 スパイス香るクラフトジンジャーチャイ 

高知県産生姜を使用したクラフトシロップシリーズ 

コーラにはカルダモン、クローブ、シナモンなどのスパイスを使用。レモンとライム

の果汁を効かせ、すっきりとしながらも重厚感のあるシロップに仕上げました。炭

酸で割るのはもちろん、温めた赤ワインに少し加えてヴァンショーにも。 

チャイの茶葉にはアッサムを使用し、シナモンを効かせました。牛乳、豆乳、アー

モンドミルクなどで割って飲んだり、バニラアイスやヨーグルトにそのままかけたり

してもおいしくいただけます。  

A - s t y l e 各 1 本(200ml）入り 2 本セット 4,752 円（送料込 税込） 

L INE ギフト 各 1 本(200ml) 2,646 円（送料込 税込）、各 1 本(200ml）入り 2 本セット 4,752 円（送料込 税込）

ANA FESTA 各 1 本(200ml） 1,944 円(税込） ※岡山、高知、羽田空港の一部店舗にて、10 月中旬順次販売開始予定 

【兵庫県】 ⑤ 淡路島を味わうピッツァ  

海・山に恵まれた淡路島の素材にとことんこだわったピッツァ 3種 

20日間熟成し旨みを凝縮させた淡路牛や、淡路島のブランド玉ねぎ「成井さん家

の完熟玉ねぎ」、柔らかい身と甘みが特徴の足赤えびなど淡路島の素材を贅沢

に使用した冷凍のピザ 3種のセットです。トッピングのみならず、チーズや小麦粉

も淡路島産にこだわって作りました。 

【販売価格】 A - s t y l e L INE ギフト 各種 1 枚入り 5,400 円(送料込 税込) 

※A-styleは 11/15、LINEギフトは 11/1 より販売開始 

【販売価格】 

https://mall.line.me/sb/ana-foods
https://mall.line.me/ch/shop/672635


 

■ 販売開始日 

 A-style LINEギフト ANA FESTA 

① 南三陸のカキを味わうグラタン 10/13～ 10/13～ - 

② フルーツを食べるチョコレート あまおう苺 10/13～ 10/13～ 10 月中旬以降順次 

※福岡空港の一部店舗 

③ 高知県産生姜使用  

スパイス香るクラフトジンジャーコーラ 

④ 高知県産生姜使用  

スパイス香るクラフトジンジャーチャイ 

10/13～ 10/13～ 10 月中旬以降順次 

※岡山、高知、羽田空港の一部店舗 

⑤ 淡路島を味わうピッツァ 11/15～ 11/1～ - 

 

 

ANA STORE/ANAショッピング A-style 
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。 

 

ANA フーズ LINE店 
住所・電話番号がわからなくても、ID 交換したお友だちにトーク上で贈り合える「LINEギフト」。ANA’s Fresh Selection カタログ・商

品以外にも、若者に人気のインスタ映えするスイーツ商品や SNS 限定商品など、常時 200 点以上の商品を掲載。スマホひとつで

気軽に贈れることでご好評をいただいております。 

 

ANA FESTA 
ANAが就航する国内 31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、オリジナル商品の開発や

提案にも力を注いでいます。 

 

 

【ANA フーズ 会社概要】 

ＡＮＡフーズは、バナナの民間輸入がスタートした 1955 年からバナナを扱っており、現在はバナナを中心とした
生鮮食品事業、プルーンやレーズン、アーモンドやクルミなどのドライフルーツやナッツを輸入・販売している加
工食品事業、日本国内の食材を海外へ発信する輸出事業や食品のカタログギフトを企画・仕入・販売をしてい
るギフト事業など、国内外へ幅広く食品の事業を展開しています。また、バナナ事業では、エクアドル産の「田
辺農園」バナナ、フィリピン産の「フレスカーナ」の両ブランドを輸入し、全国で販売しています。 

[代表者] 田中 久敬（たなか ・ひさよし）    
[創  業] 1955年 8月 9日 
[売上高] 330億円 （2021年度）  
[所在地] 東京都港区東新橋 1-5-2  汐留シティセンター  TEL： 03-6852-0100 （代） 
[従業員数] 171名（2022年 3月 31日現在）  
[株  主] 全日空商事株式会社      
[ＵＲＬ] https://www.ana-foods.co.jp/ 

 

 

 

 

 

＜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 

 

https://www.ana-foods.co.jp/

