
 

 

2022年 10月 3日 

全日空商事株式会社 

トラベラーの“こんな機能がほしい！”をカタチに 

旅を熟知した航空会社が開発 ANAオリジナルキャリーバッグ 
ＡＮＡショッピングＡ-ｓｔｙｌｅ、@SKYにて 10月 3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、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）」（https://www.astyle.jp/）と、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「ANA STORE @
アット

SKY
ス カ イ

（以下、@SKY）」にて、機内持

ち込み対応可能※な「ANAオリジナル フロントオープンキャリー」を 10月 3日(月)より販売開始いたします。 
 
※拡張した状態では ANAの国内線・国際線の機内へお持ち込みいただけません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ トラベラーが求める機能を詰め込んだ〈ANAオリジナル〉の欲張りなキャリーバッグ！ 

「ANA オリジナル フロントオープンキャリー」は、旅行や出張などの必需品であるキャリーバッグに「あったらいい

な！」という機能を搭載したオール・イン・ワン・パッケージモデルの ANA オリジナルキャリーです。空旅のプロとも

言える A-style のバッグ専門バイヤーが、使いやすさにこだわり抜いて完成しました。機能性だけでなく、上品なマ

ット仕上げのボディや、ファスナープルタブにさりげなく入った ANA ロゴ、飛行機柄の生地を使用した内装と収納ケ

ースなど、細部のデザインにもこだわりました。機能が満載でありながらお手頃な価格を実現しましたので、2 台目

以降のキャリーバッグの購入を検討されている方にもおすすめです。 
 
■ 「ANAオリジナル フロントオープンキャリー」の特長 
   商品の特長紹介動画 ：  https://youtube.com/shorts/_2ILnnuwABk?feature=share 
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第 22-22号 

15.6インチのノートPCを収納で
き、サッと取り出せるフロントオ
ープン仕様。 

キャリーハンドルは 4 段階の
お好みの高さに調節可能。 

機内持ち込み対応可能※ 出張・旅行に便利なサイズ カラーバリエーション（向かって左から）グレージュ／ネイビー／シルバー／ブラック 

①フロントオープン ②大容量でエキスパン
ダブル（拡張）機能付き 

③4段階調節 
キャリーハンドル 

機内持ち込みサイズなのに約 40L.
の大容量。拡張ファスナーを開ける
ことでさらに容量が約 6Lアップ。 

④TSAダイヤルロック 

フロント収納部とメイン収納部をダブル 
ロック。天面に配しているので、キャリー 
バッグを立てたままロック操作が可能。 

⑤高性能ストッパーキャスター 

（←） 
走行・静粛性に優れた 4 輪ダブルキャスターを使
用。揺れる場所や斜面で動くのを防ぐストッパー
付き。ストッパーボタンを側面上部に配している
ので、屈まずにワンタッチで操作が可能。 

⑥ボトムハンドル 

（←） 
底部に持ち手を装備して
いるので、飛行機や新幹
線の座席の上の収納棚
へ積み込む際にも便利。 
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■ 「ANAオリジナル フロントオープンキャリー」 内側インテリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 販売チャネル 

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

【販 売 開 始】 2022年 10月 3日（月）10時より 
【特集ページ URL】 https://www.astyle.jp/sc/press93 

「ANA STORE@SKY」 販売 

【販 売 期 間】 2022年 10月 3日（月）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、（https://www.ana.co.jp/ja/jp/domestic/promotions/ana-sky-shop/promo/）をご確認ください。 

 
■ 商品概要 

品 名 〈ANAオリジナル〉 フロントオープンキャリー 

内 容 量 （約） 40（拡張時 46）L 

重 さ （約） 3.6kg 

サ イ ズ （約） 総外寸／H54（キャスター含む）×W36×D24（拡張時 28） cm 

（約） 内  寸／H48×W34×D23（拡張時 27） cm 

用 途 機内持ち込み対応※サイズで 1〜2泊の旅行や出張に最適。 

価 格 28,000円（税込） 

仕 様 〈外装〉ファスナー開閉式、TSAダイヤルロック×1、4輪ストッパーキャスター（日乃本錠前社製）、 

4段階調節キャリーハンドル、拡張ファスナー、ボトムハンドル 

〈メイン収納部内〉ファスナー開閉式ネット、荷物固定ベルト（長さ調整可） 

〈フロント収納部内〉ファスナー付きポケット×1、ベルクロ付きポケット×1、メイン収納部へのアクセ

スファスナー 

付 属 品 収納ケース 3点セット 

素 材 〈外装〉ポリカーボネート 〈内装生地／収納ケース〉ポリエステル 

意 匠 〈外装〉マットな仕上げの上品な佇まい。ブラック・ネイビー・シルバーのトップハンドルとサイドハンド

ルは ANAをイメージしたブルーカラー。（グレージュはブラックのハンドル） 

〈内装〉生地は飛行機柄。随所に ANAをイメージしたブルーを使用。 

〈ファスナー〉メイン収納部のプルタブに ANAロゴを刻印。 

保証期間 ご購入日から 1年間   ※お届け明細書をお手元に保管してください。 

生 産 国 中国 

カ ラ ー  

※ 各航空会社により機内持ち込みや受託荷物に関する規定が異なりますので、利用時は事前に各航空会社にご確認ください。 

【@SKY限定色】 グレージュ ブラック ネイビー シルバー 

①メイン収納内部 

（←） 
飛行機柄の生地を使用し、
ファスナーや荷物固定ベル
トは ANAをイメージしたブル
ーで差し色に。 

②パッキングケース 

（←） 
荷物をコンパクトにま
とめられるパッキング
ケース 3点付き。 
メイン収納部にスッキ
リ収まる。 
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■ 商品画像 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

【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 

 

 

バック サイド フロント収納内部 

                   

 

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/） 

 

/ 

機内持ち込みサイズ
なのに大容量 

＜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 

 

https://www.anatc.com/
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