
 

2022年 10月 11日 

全日空商事株式会社 

人気のインナーダウンブランドとの初コラボ！ 

「TAION for ANA」 リバーシブル インナーダウン 
ＡＮＡショッピングＡ-ｓｔｙｌｅ、@SKYにて 10月 11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、

インナーダウンに特化したブランド「TAION」（タイオン）とANAの初のコラボレーション商品『TAION for ANA リ

バーシブル パッカブル インナーダウン』を 10月 11日(火)より販売いたします。 

                         

■ ビジネスにもカジュアルにも、どんなシーンでも着用できるメンズのインナーダウン 

「TAION」（タイオン）は 2016 年に日本で誕生したインナーダウン専門のブランドで、ブランド名は日本語の“体温”に
由来しています。ブランド独自で生地作りから生産・販売まで一貫した品質管理を実現し、高品質で高機能なインナ
ーダウンを幅広く展開しており、国内外の人気セレクトショップなどで注目されるグローバルなダウンブランドです。 

インナーダウンは、軽くて暖かく着回しやすいデザインが特徴で、本来ジャケットやコートの下に着ることを目的として
いますが、Ｔシャツやシャツ、パーカーなどの上に羽織り、ベストや軽アウターとしてもお使いいただける万能アイテム
です。 

今回、TAION の定番インナーダウンを、ビジネスにもカジュアルにも着用できるよう工夫したメンズのＡＮＡ別注パッカ

ブルダウンが完成しました。日常のカジュアルスタイルでも、スーツスタイルのフォーマルなシーンでも着用できる上

品な印象のインナーダウンを目指し、着回しの幅が広がるネイビーとブラックのリバーシブルにしました。光沢のある

ネイビーの生地には、TAION のアイコンであるダウンステッチを施し、ファスナーポケットを配しています。一方で、ブ

ラックにはマットな素材を採用し、ステッチを入れないシンプルな見た目で大人っぽく仕上げています。 

付属の収納袋は、ANA×TAION ダブルネームのロゴを入れた特別デザインで、アウトドアや寒暖差のある地域への

出張、旅行時の持ち運びにもコンパクトにまとめられる便利なパッカブルタイプです。 

 

■ 商品概要 
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▲ジャケットのインナーに着用しても着膨れせずにスッキリとした着こなしに 

【商 品 名】  ＜ANA オリジナル＞ 

           TAION for ANA リバーシブル パッカブル インナーダウン 

【価 格】 8,980 円（税込） 

【セ ッ ト 内 容】 インナーダウン、収納袋 

【素 材】 表地 ナイロン 100％ 
 中綿 ダウン 95％、フェザー 5％ 
 裏地 ポリエステル 100％ 

【カ ラ ー】 ネイビー(表) 、ブラック（裏） 

【サイズ展開】 Ｍ、Ｌ、ＸＬ 

 

▲パーカーやシャツに合わせて、アウターとして着回しも可能 

https://www.astyle.jp/


 

■ 販売チャネル 

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

【発 売 日】 2022 年 10 月 11 日 （火） 10 時より 

【販売場所】 ANAショッピング A-style WEBサイト： https://www.astyle.jp/sc/press90 

「ANA STORE@SKY」 販売 

【発 売 日】 2022 年 10 月 11 日 （火） 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。 

【特 典】 ANAオリジナル革製キーホルダーをプレゼント 

※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。 

 

■ 商品特長 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■ 「TAION」について 
TAION は、インナーダウンに特化したブランドとして培ってきたノウハウを活かし、様々なシーンで着用できるインナ

ーダウン商品を開発しています。 温暖化、コロナ禍で軽ダウン需要がさらに高まる中、 最適な商品と価値をこれ

からも追求し,展開していきます。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネイビーとブラックのダブルＡ面リバーシブル仕様 
フロントはボタン開閉式のシンプルデザイン 
薄手＆細身の作りなのですっきりと着用可能 

 

ANA×TAIONロゴ入り収納袋付き 

出張や旅行の持ち運びにも便利 ネイビー面はさりげないファスナーポケット付 

ブラック面はオープンポケット付 

こだわりのスクエア型のダウンステッチは 
スタイリッシュかつ全体的に均一にダウンが入る 

羽毛は 800 フィルパワー※以上のダウンを使用 
ダウン混率（ダウン 95％・フェザー5％）の 

高スペックで保温性も抜群 

（※羽毛のかさ高性を表す単位） 

 （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。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。 

【特典：革製キーホルダー】 
※写真はイメージ 

https://www.astyle.jp/sc/press90
https://www.ana.co.jp/ja/jp/domestic/promotions/ana-sky-shop/promo/
https://www.astyle.jp/


 

【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 

 

https://www.anatc.com/

