
 

2022 年 11 月 14 日 

全日空商事株式会社 

森のかわいい動物たちのなかで、ANAの飛行機が飛び交う♪ 

『FEILER for ANA』 第３弾は６商品が登場 
AMCアプリ、＠SKYにて 11/14より先行販売、Ａ-ｓｔｙｌｅは 11/28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、ドイツ・シュニール織※の老舗ブランド

FEILER と ANA のコラボレーションライン『FEILER
フ ェ イ ラ ー

 for
フォー

 A N A
エイエヌエー

』より、定番人気商品のハンカチをはじめ、ポシェットや

手付き巾着など新作 6 商品を発売いたします。 

11 月 14 日（月）より「ANA マイレージクラブアプリ（AMC アプリ）」および国内線機内／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@SKY（以下、 @
アット

SKY
ス カ イ

）」にて先行販売を行い、その後、

11 月 28 日（月）より ANA 公式 EC サイト「ANA STORE/ANA ショッピング A-style（以下、A
エ

-
－

style
スタイル

）」

（https://www.astyle.jp/）にて販売いたします。 

※ドイツの伝統工芸織物で、一度織り上げた織物を裁断し、撚りをかけてモール状の糸にし、再度ヨコ糸として織り上げることで、 

表と裏に同じデザインが現れる織物。表裏一体の美しいデザインと暖かみのある独特の風合いが特長。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 人気のコラボ企画 『FEILER for ANA』 今年は「ティップトップフォレスト」柄の 6 商品が登場！ 

『FEILER for ANA』は、柔らかな質感と優れた吸水性、美しい配色、豊富なデザイン等により幅広い世代から支持

されているブランド FEILER と ANA が、旅行先や日常の様々なシーンで活躍する商品を共同開発したコラボレー

ションラインです。2020 年 10 月に発表した第 1 弾は、FEILER の中でも人気の高いデザイン「アナベラ」をもとに、

薔薇やベースカラーを ANA らしいブルーに変更し、オリジナルモチーフとして ANA の飛行機をあしらったデザイ

ンのハンカチや小物など 6 商品を販売しました。2021 年 10 月に発表した第 2 弾は、「マイディアリー」のデザイン

を採用し、前作からベースカラーをライトブルーに変更。さらに飛行機のデザインを増やし、7 商品を販売しまし

た。 

2020 年、2021 年に発表した A-style でのコラボ企画が完売となり、大変好評だった

ため、このたび 3 年連続で新作を発表。これまでの花柄とは異なり、今年はかわい

らしい動物柄に ANA の飛行機をあしらいました。そよ風に誘われて、森の動物たち

がおしゃべりしたり、駆け回ったり、ダンスしたり。四つ葉のクローバーもちりばめた

「ティップトップフォレスト」を ANA オリジナルとして、優しく落ち着いたグレーに色替

え。コスメポーチとボトルポーチは今回ラインナップに加わった新アイテムです。 
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■ 販売チャネル 

「ANA STORE@SKY」 販売 

【販 売 期 間】 2022 年 11 月 14 日（月） 10 時 から 

【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。 

「ANA マイレージクラブ」 アプリ  

【販 売 期 間】 2022 年 11 月 14 日（月） 10 時 から 11 月 28 日（月） 9 時 59 分 まで 

【特集ページ】 https://www.astyle.jp/sc/press101 

【特 典】 通常の 3 倍マイルをプレゼント 

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

【販 売 開 始】 2022 年 11 月 28 日 （月） 10 時より 

 
■ 商品概要 

●ANA STORE@SKY 販売商品 

＜ANA オリジナル＞ 

FEILER for ANA ティップトップフォレスト ハンカチ（ピンク） 

厚みのある柔らかな質感、使えば使うほど肌になじむ風合いの

フェイラーを代表する定番人気商品のハンカチ。ピンク色のヘム

は＠SKY 限定です。 

【カ ラ ー】 ライトグレー（ヘム/ピンク）  

【素 材】 綿 100％（シュニール織） 

【サイズ】 約 H25×W25cm 【価 格】 2,420 円（税込） 

●AMC アプリ／A-style 販売商品 

＜ANA オリジナル＞ 

FEILER for ANA ティップトップフォレスト ハンカチ（ブルー） 

厚みのある柔らかな質感、使えば使うほど肌になじむ風合いの

フェイラーを代表する定番人気商品のハンカチです。 

【カ ラ ー】 ライトグレー（ヘム/ブルー）  

【素 材】 綿 100％（シュニール織） 

【サイズ】 約 H25×W25cm 【価 格】 2,420 円（税込） 

●AMC アプリ／A-style 販売商品 

＜ANA オリジナル＞ 

FEILER for ANA ティップトップフォレスト ポシェット 

メイン収納部にはスマホやハンカチ、背面ポケットには IC カード

等が収納でき、ちょっとしたお出かけにピッタリなバッグです。 

【カ ラ ー】 ライトグレー  

【素 材】 本体/綿（シュニール織）、裏地/綿 

【サイズ】 約 H20×W14×D4cm ショルダー全長 ～132cm  

【価 格】 17,600 円（税込） 

●AMC アプリ／A-style 販売商品  

＜ANA オリジナル＞ 

FEILER for ANA ティップトップフォレスト 手付き巾着 

しっかりしたハンドルで持ち運びしやすい巾着型バッグ。大きな

バッグにインしたり、機内用の貴重品バッグとしても便利です。 

【カ ラ ー】 ライトグレー  

【素 材】 本体/綿（シュニール織）、裏地/綿  

【サイズ】 約 H19×W22×D2cm 持ち手上がり 10cm 

【価 格】 11,000 円（税込） 

https://www.ana.co.jp/ja/jp/domestic/promotions/ana-sky-shop/promo/
https://www.astyle.jp/sc/press101


 

●AMC アプリ／A-style 販売商品 

＜ANA オリジナル＞ 

FEILER for ANA ティップトップフォレスト コスメポーチ 

底部ファスナーポケットや内装オープンポケットがついていて、

ブラシやリップを収納しやすい便利なコスメポーチです。 

【カ ラ ー】 ライトグレー  

【素 材】 本体/綿（シュニール織）・ナイロン、裏地/綿 

【サイズ】 約 H11.5×W20×D6.5cm 【価 格】 14,300 円（税込） 

●AMC アプリ／A-style 販売商品 

＜ANA オリジナル＞ 

FEILER for ANA ティップトップフォレスト ボトルポーチ 

水滴を気にせずペットボトルを持ち運べる、外出時などにおスス

メの巾着式ボトルポーチ。手洗いも可能です。 

【カ ラ ー】 ライトグレー  

【素 材】 本体/綿（シュニール織）・綿、裏地/ナイロン 

【サイズ】 約 H18×W6×D6cm  

【価 格】 9,350 円（税込） 

●ANA STORE@SKY では、ハンカチ（ブルー）・巾着セット 8,470 円（税込）もご用意しております。 

※【原産国】 ハンカチはドイツ製。それ以外の商品は日本製(シュニール織生地はドイツ製)。 

※商品により一点一点表情が異なります。お選びいただけませんので、ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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/ 

 

 
＜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.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。 

 

/ 

FEILER （フェイラー） について 

シュニール織のブランド「フェイラー」は、ドイツ・ババリヤ地方の伝統工芸織物に創意工夫を重ね、約 75 年
前にシュニール織を完成させました。厳選された原綿を熟練した職人が何十もの工程と手作業を重ねて完
成させる確かな品質、深く美しい発色とひと柄ひと柄に薫り高い文化やストーリーを織り込んだデザインは、
世代や時代を越えて愛され続けています。 

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

