
 

 

2022年 10月 13日 

全日空商事株式会社 

宮崎県のチャンピオングルメや名店のこだわりをお取り寄せ！ 

ECサイト A-styleにて 「宮崎県 in グルメジャーニー Japan」 10/13公開 
～県産品の振興を目指し、宮崎県と ANAがタッグ！～ 

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

」（https://www.astyle.jp/）にて、宮崎県の県産品を紹介する特集ページ「宮崎県 in 

グルメジャーニー Japan」を 10月 13日（木）より公開しました。宮崎県と ANAホールディングスは、2021（令和 3）年

12 月に包括連携協定を結びました。その取り組みのひとつとして、県産品の振興を目的とした特集ページ「宮崎県 

in グルメジャーニー Japan」を公開し、選りすぐりの宮崎グルメやお酒、宮崎県の魅力などを県のシンボルキャラクタ

ー「みやざき犬」とともに紹介いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ANA STORE/ ANA ショッピング A-style 

特集ページ 「宮崎県 in グルメジャーニー Japan」 https://www.astyle.jp/sc/press96  

コンテンツ： 「A-styleイチオシ！宮崎グルメ」、「CAによる宮崎のグルメ紹介」、「A-styleがおススメする宮崎の 

お酒」、「ANA×宮崎県 機内食グルメをお取り寄せ」、「宮崎県を紹介」、「宮崎県ギャラリー」 

※3倍のマイルが付与されるキャンペーンは 2022年 11月 30日（水）23:59まで 

■ 宮崎牛枝肉の品質を競う大会でグランドチャンピオン賞受賞歴のある桜花牧場の登場！ 

霧島連山の麓にある自然豊かな町、宮崎県都城市山田町にある桜
おう

花
か

牧場の「乙
おと

守
も り

牛
ぎゅう

」は、宮崎県産和牛枝肉の品質を競う「第125回 JA宮崎経済連和牛枝肉共進会」で

グランドチャンピオン賞を受賞。その決め手となった美味しさは、霧島山脈から湧き出る

霧島裂
れっ

罅
か

水
すい

（岩石などの割れ目や洞などに湛えられた地下水）や独自に開発したこだ

わりの餌、なにより桜花牧場の目一杯の愛情により赤身の旨みを最大限に引き出し、

良質な脂にこだわった味と品質にあります。チャンピオン牛をつくり出す技を持つ、桜花

牧場のお肉をこの機会にぜひご堪能ください。 

■ 厳しいブランド基準値をクリアしたうなぎを焼き立てに近い美味しさで！ 

世界一のうなぎを目指して、こだわりの“国産うなぎ”を提供し続ける企業、鰻
まん

楽
ら く

。鰻楽

ブランドで販売されるのは「肉質」「脂」「骨」「におい」「味」の厳しい基準値をクリアしたも

のだけです。熟練の職人が炭火と遠赤外線バナーでふっくら肉厚に香ばしく焼き上げ

たうなぎを、すぐにマイナス30度以下の急速凍結を施し、焼き立てに近い美味しさを閉

じ込めます。さらに、100年以上続く老舗醤油メーカーと共同開発した3種類のタレが蒲

焼の味を上品に、そしてしっかりと引き立てます。食卓を華やかにする一品です。 

NEWS RELEASE 

 

第 22-26号 

（↑）特集ページ「宮崎県 in グルメジャーニー Japan」トップ 

（←）CAが宮崎グルメを紹介 

差し替え 

https://www.astyle.jp/


 

■ A-styleならでは！ CAによるグルメ紹介、機内提供の宮崎グルメも必見 

宮崎県の魅力を熟知したCAがオススメの宮崎グルメやお酒も紹介・販売します。さらに、宮崎県と包括連携協定を

結んだANAグループが「宮崎県産品」の知名度向上のためにANA国際線ファーストクラス機内食にて提供中・提供予

定の「延岡メンマ」や「つきみいくら」といった商品も販売します。 
 

【CAからのコメント】 

美味しいグルメを堪能できること、そして数々の美しい景色を見られることが宮崎県の魅力だと思います。 

風味豊かな宮崎牛のステーキは絶品ですし、地鶏や鶏南蛮、新名物として注目されている宮崎餃子はぜひ味わっ

ていただきたいおすすめグルメです。 

宮崎県を訪れる際はぜひ景色の綺麗なパワースポットもご堪能いただきたいと思います。有名な高千穂峡はもちろ

ん、青島神社や鵜戸神宮もおすすめです。美味しいグルメと美しい風景に癒される旅をぜひ楽しんでみてください。 

■商品紹介（一例） ※価格はすべて税込です。 

【宮崎牛枝肉共進会グランドチャンピオン賞受賞歴のある〈桜花牧場〉の乙守牛】 

 

 

 

 

 

 特選サーロインステーキ 

内容量 ： 440g（2枚） 
価 格 ： 14,400円 

霧島連山の麓、空気は澄み水がきれいで
自然豊かな環境で育てられた「乙守牛」の
ジューシーな肉汁あふれるサーロインス

テーキです。きめ細かに霜降りが入った
サーロインは、口内でとろける食感が特
徴。柔らかさと味わい深さ、希少部位のひ

とつであるサーロインから溢れ出す肉汁
をご堪能いただけます。 

 

 

 

 

 

特選ヒレステーキ 

内容量 ： 260g（2枚） 
価 格 ： 14,219円 

オメガ 3脂肪酸を使った飼料により、良質
な脂や赤身の旨みを引き出したヒレステ
ーキです。柔らかい中にもしっかりとした

味わいを感じられるので、シンプルに塩コ
ショウだけで美味しくお召し上がりいただ
けます。 

 

 

 

 

 

特選霜降りロース 

すき焼き・しゃぶしゃぶ用 

内容量 ： 500g  
価 格 ： 15,120円 
「乙守牛」のとろけるような霜降りロース
をすき焼き・しゃぶしゃぶ用にスライスし
ました。きめの細かいサシが入っている

ため、しゃぶしゃぶすることで脂をさっと
落とし、さっぱりとお召し上がりいただけ
ます。味がしっかり染み込むので、すき

焼きにもオススメです。 

 

 

 

 

 

特選赤身霜降り 

すき焼き・しゃぶしゃぶ用 

内容量 ： 500g  
価 格 ： 10,800円 

旨みの濃い赤身と良質な脂にこだわり育
てられている「乙守牛」のすき焼き・しゃぶ
しゃぶ用のお肉です。肉質は柔らかく食
べ応えがあり、あっさりとした旨みが特徴

です。見ているだけでも頬が落ちそうにな
る自慢の商品です。 

【鰻楽 うなぎ】 

 

 

 

 

内容量 ： うなぎ蒲焼切身  10枚（計 500g）、きざみ 5袋（計 250g）、タレ・山椒 10袋 

価  格 ： 11,340円 

養鰻家（ようまんか）と提携し、徹底した養殖管理のもとで育てられた国産のうなぎのみを使用している「鰻楽（まんらく）」の切身とき
ざみの商品です。蒲焼を真空パックで小分けにしているので、食べたい分をお湯で温めるだけで簡単にお召し上がりいただけます。 
ひつまぶし、お茶漬け、うなちらし、パスタなどアイデア次第でさまざまな料理でお楽しみいただけます。 

〈ご注意事項〉 ・解凍後の再凍結はお控えください。           ・きざみにタレは付きません。 
          ・解凍後はなるべく早目にお召し上がりください。 

〈産   地〉 宮崎県                                          〈製造地（加工地）〉 国内 

〈賞味期限〉 製造日から冷凍で 60日間            〈お 届 け〉 冷凍便 

〈ご注意事項〉 ・解凍後の再凍結はお控えください。 

          ・解凍後はなるべく早目にお召し上がりください。 

〈商 品 名〉 九州産うなぎ切身 10枚・きざみ 5袋 

〈産   地〉 うなぎは九州産 

〈製造地（加工地）〉 国内 

〈賞味期限〉 製造日から冷凍で 180日間 

〈お 届 け〉 冷凍便 



 

 ※価格はすべて税込です。 

■商品紹介（一例）  

【ANA機内食にて提供中・提供予定の商品】 

  

 

10月 13日（木）知事を表敬訪問し、 

「宮崎県 in グルメジャーニー Japan」公開および取り組みを報告 

宮崎県と ANAホールディングスが締結した包括連携協定の取り組みのひ

とつである、県産品振興を目的とした特集ページの公開にあわせ、10月

13日（木）に全日空商事株式会社 代表取締役社長 國分裕之が宮崎県

知事へ表敬訪問。「宮崎県 in グルメジャーニー Japan」を盛り上げ、県

産品振興の一助のため尽力することを伝えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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 

 

 

 

                   

 

 （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です。 

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。 

 

/ 

〈商品名〉 延岡メンマ （味噌漬け、醤油、ラー油） 
〈内容量〉 各 100g 計 300ｇ      〈価格〉 5,400 円 
 

全国的な課題となっている放置竹林問題を解決すべく開発された商品です。やさしい歯ごたえと、香り高い
旨みで評価されています。2022年 9 月〜11月に ANA国際線ファーストクラス機内食にて提供しています。 

〈商品名〉 つきみいくら 
〈内容量〉 100g×2      〈価格〉 10,800円 
 
宮崎県の豊かな自然の中で完全養殖されたサクラマスのいくらを、鰹節でとったお出汁ベースの調味液に
漬け込みました。2022年 12月〜2023 年 1月に ANA国際線ファーストクラス機内食にて提供予定です。 

＜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 

 

全日空商事株式会社 代表取締役社長の國分裕之が宮崎県を表敬訪問 

（向かって左から 3番目：河野知事、右から 3番目：國分） 

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

