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致辞

全日空航空公司
代表取缔役社长

平子裕志

夏天的天狼 星
承蒙您惠顾 ANA航班，深表感谢。
冬季时，当我们仰望夜空，可以看到在猎户座三星的延长
线上，左下角有一颗闪闪发亮的星星。那就是整个天空中最亮
的恒星—“天狼星”。很遗憾，夏天的夜空中看不到这颗星
星 。因 为 在 夏 天 ，它会 比 太 阳 更 早 升 起 。天 狼 星 的 英 语
为“Sirius”，词源出自希腊语“Σείριος（Seirios）”，意思是
“烧焦之物”。如此一来，也就可以理解为什么会有人认为夏天
之所以炎热，是因为白天有天狼星和太阳一起在照耀着地球
了。

90年前的1931年8月26日，一架名为“天狼星号”的飞机降
落到了茨城县霞浦机场的水面上。驾驶这架单引擎单翼水上飞
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机的，是1927年成功独自驾机从纽约飞抵巴黎的查尔斯·奥古
斯都·林德伯格及其妻子安妮。这场暌违4 年之久的跨大陆长途
飞行的目的是为了调查穿越北太平洋前往东方的最短路线。林
德伯格夫妻二人从纽约出发，辗转于阿拉斯加和阿留申群岛等
地时，因浓雾和天气恶劣而在千岛列岛的计吐夷岛上紧急降
落，随后在日本船新知号的救援下安全抵达北海道根室，并于
第三天飞到了霞浦。林德伯格夫妻二人在日本逗留了不到1个月
时间。后来，安妮在自己的著作《从北方到东方》提到，日本人
不仅彬彬有礼、热情好客，还拥有对自然和艺术的高度审美，
这让她大为羡慕。看到作为后来的长途航班的先行者的林德伯
格夫妻二人在旅日期间留下过这样的
小故事，我不由得心生欣慰。
就在林德伯格夫妻二人抵达霞浦
前一天的1931年 8月25日，日本航空界
发生了一件大事。那就是日本最早的国
营民用机场“东京机场”在羽田开幕。
为机场选址时，必须要考虑到气象、交
通以及障碍物等各方面因素，而由于当
时的主流飞机都是天狼星号这样的水
在霞浦，站在天狼星号前的
林德伯格夫妻。

陆两用飞机，因此面朝海川，能够兼做
水陆两用机场的羽田得以入选。但是

照片提供／Web新闻NEWS筑波
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不知道为什么，这
里 并未 设 置 水 上
机场的功能，而是
仅作 为 一 处 陆 上
机场修建了一条南
北走向、全长 300
米的跑道。据说当
时因为风向等原
因，很多时候飞机

开放伊始的东京机场（1931年左右）
照片提供／一般财团法人日本航空协会

都是 使 用草 坪 而
非跑道起降，所以跑道有一半是作为“滑行道”使用。

1952年，东京机场正式更名为“东京国际机场”，但人们
都称之为“羽田机场”。羽田机场现在已经拥有4条跑道，总乘
降旅客量在全世界都名列前茅，是日本的代表性大型机场。由
于是 24 小时开放，而且会根据气象条件或旅客流量等更换跑
道，因此不仅是乘务员，还有地勤人员和机械师也都在遵守规
则，日夜奋斗，以确保安全放心的运航。安妮曾在她的著作中写
道，
“在天空中飞翔，并非人类与生俱来的能力。……不管是飞
机还是人，在天空飞翔时都要遵守法律和规则”，她的如炬慧
眼真的是令人赞叹不已。同时，我也要衷心感谢迄今为止所有
守护、支持过羽田机场这90年来的发展的各界人士。
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ֵܨ۸ࡆԞӧᲙ
ݎᯟԲᠴԲ์ᅫԥ
។ᯌᛱጱ౮ᆧޱ᭲

̴̴౯ଘڤ٩ဌՋԍᇙఽڦᥧ҅֕ᬯਹମጱڤ
ᬮํدᒏᴴਧ
عᩇڤ٩

٩፥ጱฎঅᦏکݰ౯፲ڹӞՄ̶ৼدԞӞᬟ᧔፳ŉӧ
տٰکᚏᤢዢŊ҅Ӟᬟӧ؊ࣈஃࢀ᯾න̶ᬯਹମኧӞ
ӻय़ਹꁿᕪ០҅٧ॠฎᶎମ҅ॕॠ੪տݒ౮ڤ٩ମѺ
ମԆᗦԇጱঀدᨮᨱݢ֢ګᆽጱڤ٩̶֢ԅӞਹࢿ
ԾମԞฎڊᔄ៓̶ፉ̵Ἃᅢ̵ḕកጰ̵ḕោἓᔥ
ᔥၡҁഝ᧔ݢզႎ࠽҂ᒵࣁݘછӤ֢ګጱŉኞၚአ
ߝŊቧჿፓ҅ᦏՈதӧ֘य़ԣᇙԣ̶
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ݨݒ๙҈ᤩᑍԅŉᚆޕᩳఓօጱŊ̶
Ոժտአ֡׀ᒵ̶

c
d

ᰀኞኾ҈ӻ१ੜૣܩẌᗦग̶़ᬯᐿ
ኝଶ૪ᕪਠقᓒӤຎᕆԧމҘ

ᕁڀោ҈ᛔݘզᤩԅŉᳩኞӧᘌጱ
យកŊ̶݈ݷڹោ̶

ᙠຢើ҈؉౮ḕកտවॾڊݎጱ
ḕ࿈̶ݢզᶼᴠӤᅉ̶
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છઊ༜҈ޱ᭲ྲࣈ܄ጱઊ༜ๅے
ၫ̶ܹഝ᧔ݢզջِᙤᙍ̶

Ք

ॠጱፓຽฎᦢછӤጱग़༙ᇔ̶ԭฎ౯ժ݇ےԧŉយកԏ
Ŋ̶ձྌᤈݻ҅ଃᶾ౯ժᩳᬰᑃੂᰀ᭲ጱӤࣈ0L\XNL
ੜথฎ0LQDWRᷣझ ŉ0LQDWR6KRNXGRŊ ጱମԆ҅ݶԞฎ
Ӟ֖ᳩֵአછӤយក֢ګᗦᷣጱṛಋ̶
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አᛔ૩൹ጱយក
Ӟ࣋ꁿᴺ%%4Ѻ
̴̴ᬯ᪀ᑕᚆᦏՈکછӤᰀኞយក
ጱֵአොဩ҅ഝ᧔ฎӤࣈ0L\XNLੜথԅԧ
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כಷᵋ፳य़ᥢཛྷࢿࣈදᜉᥡᩝአक़
ក๙ߝᐿጱവଠᘒ᭑Ⴙ෫॒ጱછӤ
ࣈ༙ᇔᘒݎ᩸ጱӞᶱၚ̶ۖ୮౯ժᳯ0L\XNLੜথฎ
ӧฎݍक़༙ᇔߝᐿ҅ŉӨٌ᧔ฎݍ҅౯ๅమᬰ
ᤈכಷŊ҅0L\XNLੜথᬯࢧᒼ᭲҅ᮎછӤᇙํጱჅ
ຨ्ᶪᦏ౯ӧኧय़ԅఽ̶ۖၚۖᕮ҅ݸ౯ժአᛔ
૩൹ጱយកછӤጱෛẌᷣԈېԧ%%4ᔜᛘᶂ
០̶ꁿᴺӾᬮᦡํᓱ೭̶ࣁᬱොጱۖᇔݞ
्ጱᴿ֎ӥ҅౯ժࣁᓱ᯾ਞᆐف፻̶
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ݘછយក݀಄ҁϜЄϝϸκϐώЀ䋠ݘ䎦҂ WHO
3HQVLRQ3UXVVLDQ%OXH WHO

๗இ૪ԋጱຯླྀ
᩷ள፡މ
̴̴ॠՄ҅ݸ౯ժ᯿ෛࢧکԧછᠩោԏԠŉ6KLPD\DVDLQRVDWRŊ̶ᵋ
፳ᥜᐑሴضኞӞ्եӥ҅ಅํՈ᮷ݎᛔٖஞࣈᵚ෫ྲѺຯླྀӞڔ
҅ᑮ࿈Ӿ੪ୠᄓ᩸Ӟᙎࢵܖຎᇙํጱጱḕ࿈̶ෙᶎӤෆෆἶἶࣈ
ഭڜ፳෫හᐿৼ҅य़ਹ᮷ᤩᬯ꧌ჿᑀଝᜋጱक़ᥡಅ҅ׯଚἕἕࣈ
ဃၺࣁᗦޱӾ̶ᬯ᯾ڊԾጱຯླྀݢզࣁ$WDUDVX૱࣋ԣ̶کഝᐑሴ
ضኞ᧔҅՜তᕣᵙզᦕ܈ग़ଙڹᒫӞེکݰ
ᆿՅᐿ༙ጱຯླྀᮎղጱఽۖ҅ԭฎ٬ਧᛔ
૩Ԟᥝ݇Өᐿ༙҅ᬯӻඳԪᦏ౯य़҅ۖݑଚ
ӧኧਖ਼ᬯӞӨෟᬟጱৼد᯿کݖԧӞ
̶᩸ᬯپॠ౯᭗ᬦຎఽکݑԧਹՈጱᆽ҅
ଚ֛ḵکԧછӤኞၚ҅ଶᬦԧӞྦྷ෫๊ݢդጱ
̶طᘒ࢚ࠣय़፳ᤩ౯Ꮭ᭧፳ᬰفय़ၹԏݸ
உளӞӻՈషளࣈࣁၹᄅӤሻ᩸ጱৼدզ
݊ᬯᇆॗᴡᗦวమԞտᬱᱮࣁڰ౯ᚏၹ
Ӿ̶
߃ӗ߷Ѻ
ᷢஃݘછԏᘊ
٫ᖋછ

ݘછ
ݘ࣋

ݢզӳՂᗵኦ̵࣋ݘݷӾ
᮱ ࣋य़ᴝ ىᥜ ࣋൫ԙ
$1$ᛯቔᷢکݘ̶࣋
ȡᬩᛯᇫ٭ํݒๅ̶
๋ෛ݇᧗௳מᴅ$1$ਥᗑ̶
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ᕒཞḜḴԭṛᎣ૱ٖጱ᪠ᶎኪŉࢿ֙ኪԻ᭗Ŋ᭗
ԭग़ଙ҅ڹሿࣁԞׁᆐߊ୮ߊ୮ࣈᑯᤈԭउӾ̶
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ࢶ 7RVKLND]X+LUDL

ᬟӤጱŉնᰀኪᒊŊୌᒺٍڦᷚఘ̶ྯ୮
ԁᬪኪݎ҅ڰ୮ࣈՈ੪տᴭᴭᖅᖅ
ࢿ֙ኪጱսᅩ
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նᰀኪᒊ

ࣈ ᘸ ᬦ  ̶ŉ * R P H Q Ŋኪ  ጱ ӥ Ӟ ቔ
ฎŉ,QRŊҁԅࣈݷŉնᰀŊ҅ࣁ෭ӾӨŉဌى
ᔮࠩŊ᧯ᶪ҂ኪ̶ԭฎࣁŉӧ᩸Ŋኪԏ
҅ݸ౯݈᭬ӤԧŉဌىᔮŊኪ̶

ࢿ֙ኪጱսᅩ

նᰀኪᒊᖀᖅஃڹᩳ҅੪کԧՌ
ႚ̶ᤩ୵ԅŉՌႚ᠗Ŋጱᗦԇမ
ٌ݊᭐กଶեՈచݫӧ૪̶ӧঘ፱
๕ఊᖨၞᬦઊᳵጱမ҅ฮӬਖ਼חӮ
ᅸ࢝ಲԏᚏ̶މݸ
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Ռႚ
նᰀኪᒊ

Ӿછᶎ۱ಅŉ1DNDMLPD 6HLSDQ
ࢿ֙ኪጱսᅩ

MRŊᬤՔ૪ํग़ଙ̶ܲݥ፡፳
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ຬ᯾ᬯԶक़ᥡᔰܩᕳՈզ

Ӿછᶎ۱ಅ

้֒ፘᦩԏఽጱᶎ۱҅ӧᎣԅ֜

ҁӾ䐛愚ϞЀಅ҂

౯Ԟஞԧ̶᩸य़ਹԞᦊ

նᰀኪᒊ

፥ᭌӞኾ̶މ

tel. 088-892-0378

ࢿ֙ኪጱսᅩ 4

䭢ᐟᐒ
նᰀኪᒊ
tel. 088-892-0069

ፘ փ 䭢  ᐟ ᐒ ŉ 6 X J L P R W R
-LQMDŊୌԭग़ଙզ҅ڹฎӞ
ᳵ॓ݑ୮ࣈՈᆽಀጱᐟᐒ̶Ӟ
ᑯᬦề҅ᑮ࿈ᓌፗႴෛեՈ
చ҅ݫႮႮޕӤӞݗ࿈҅ෆӻ
ஞ᮷֒Ԓکԧٳ۸̶
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ࢥ॒፳ࡅཻጱܼ҅
ইຎ᩷Ӥਙྋࣁᬩᤈ҅
տӧኧᥧŉঅଛᬩࠡŊ
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ࢿ֙ኪጱ
սᅩ 5

&DIH&UHROH
ṛᎣኪᒊ
tel. 088-884-5336

ࢿ֙ኪጱսᅩ
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'RQNR
ឰክ᭗ኪᒊ
tel. 088-875-2424

ࢿ֙ኪጱսᅩ 6

ືݪඎᐃମ
ҁͭື΅ΠΔΚ䱋ମ҂


ඎᐃኪᒊ

tel. 088-823-0101

ࣁӮक़໘რᛱጱ߅ࠦḅ&DIH &UHROH҅౯ލ፳սᗦጱᶪԔ҅ࡆ፳ᗦ
ޱጱ߅ࠦੜౘԧᇆ܌̶ڰᷳکڞືݪŉ6XVKL 5\XŊݰԧړ܈ᥠ
ጱ᠉̶ݪຨጱޱ᭲ᦏ౯ጱஞ᮷නຂӥ̶ภӤమࡆӻᯌ҅ԭ
ฎ౯݄ԧአṛᎣᷣጱŉ'RQNRŊ̶෫ᦞฎᠩោᬮฎṺ᮷ᶋଉᗦ
ᦏ҅ޱ౯ႮႮࣈఽکݑԧṛᎣᇔԾጱӿ̶
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ՈՈጲᎣṛᎣ݅ጱᅷẒṺ॒ک֕҅ݷํړ܈᮷ࣁݍ҅ܕᘒӧᎣ᭲᧡
ਹฎ፥ྋঅݰԧ̶ᆐᘒ୮౯፡کẌṺମ༬ᳩŉ.XVXFKRŊਹᑡក
ᆮ᩸ጱᅉᆎ҅ḘӤ੪กጮԧŉଫᧆ੪ฎᬯ᯾Ŋ̶ᆢᆢᅉᆎӾጱᑡកᅷ
ẒṺᓌፗ੪ฎᗦޱᕷև̶ᒫԫॠภӤጭ࣋ጱڞฎ1LNRPLFKDQ̶ᬯ
ฎӞਹ࿈࿎᩻༉҅ੜោঅݰጱᯌ҅މᓌፗ੪؟ॠझӞ̶ࣁଡ଼Ո૱
࣋ŉ+LURPH ,FKLEDŊݢզӞݗ࿈ԧᥴṛᎣጱᇔԾ҅ᬮᚆԣکᗦᯌଚ
୮࣋ߝ̶

ࢿ֙ኪጱսᅩ 8

༬ᳩẌṺମ
ҁ༬槱準湂ମ҂

य़᭗ኪᒊ

tel. 088-822-1355

ࢿ֙ኪጱ
սᅩ 9

1LNRPLFKDQ
ោࢮ࣋ክኪᒊ
tel. 088-882-0253

ࢿ֙ኪጱ
սᅩ 10

ଡ଼Ո૱࣋
ҁΈΣΗ૱䁰҂

य़᭗ኪᒊ
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ࢿ֙ኪጱսᅩ 11

ޮࢥ૱࣋
ܱ݅ڹኪᒊ

ইຎమᥝߝෛẌጱᷣࣈ᭲ጱᷣᇔ҅ݢզࢥޮک૱࣋
፡፡̶ӧՐݢզሿ࣋Ձአᶎ۱̵ԠݪԐ٧ᶎᒵ҅ᬮᚆ
ᨻԣෛẌᠩោ୮౮ࢿᇙԾ̶ޮ෭᭄҅ಋᒶኪᒊᴫᬪᬮ
տԈޮې෭૱̶࣋
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᪠ᶎኪ
ӧᓕฎ፡ᬮฎࣖ
᮷ᦏՈஞఘఊᆐ

̴̴کԧṛᎣ҅ڦጱฮӬӧ᧔҅ࣖضӤԧࢿ֙ኪ᪠ᶎኪ҅
Ӟᬟ๕፳ᑻक़ጱᷚว҅Ӟᬟᘍ᩸ŉ؉ԶՋԍঅޫŊ̵ŉݰԶ
ՋԍঅޫŊ̵ŉ݄ߺدঅޫŊᒵ̶
̴̴ӨᤋวᣟԅӞ֛ጱࢿ֙ኪ᪠ᶎኪ҅ྋই१Ӥᤒ
ᐏŉ*RPHQŊොݻጱຽᇈӞ҅꧌ჿԧଟἕఽ҅ࣖࣁ൴൴ถ
ถጱ᯾҅ஞఘԞᛔᆐᘒᆐࣈݒනຂ҅
ړ܈॰ও̶
̴̴ֵܨฎӥԧኪᩳࣁᤋӤ҅Ԟᵋ॒᮷ᚆލᥠ᪠ᶎኪ
ڊݎጱߨ୮ߨ୮̶्ྯ୮ᬯӻ҅ײ౯ฎտӧኧమ
ŉࠡ҅ᴫᬪํኪޫŊ҅ࢀԞտஙஙӤಛ̶
̴̴ᬯེ౯ᕅԧࢩԅࡅཻṛᎣጱ࿈࿎ᘒᐟॱᑏᛗྌ
ጱᗦᷣਹํز.XUXPLঀॊӞ᩸ݰภᷳ҅ଚঀزํލॊᦖԧ
உग़ํىṛᎣᷚࢿՈఘጱඳԪ̶
̴̴ࣁṛᎣํӞᐿᇙڦጱ์ఊᖨጱఽᥧ̶ᘒࢿ֙ኪጱ᪠
ᶎኪՔॠԞ؟ฎࣁڰኮṛᎣᇙํጱᳵӞᛱ҅ߊ୮ߊ୮
ࣈᤈḡ፳̶
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܌ᷳ౯کԧ :DUXQJ &DIH̶ମ
᯾꧌ჿ፳ӞၝᦏՈӧᎣᛔ૩ࣁ֜
॒ጱᷚఘ҅Өռӧݶጱ࿈࿎ړ܈॰
ও̶ํঀزॊᦫޞ౯҅٬ਧ൪ਹ
ጱቘኧԏӞ੪ฎᬯਹମࣁṛᎣ̶
ࢿ֙ኪጱսᅩ 12

:DUXQJ&DIH
䩶୵ኪᒊ
tel. 088-821-3494

౪ԳญՈ҈
ӳՂՈ̶֢ਹ้҅զ̽ ከṺྚఘ̾឴
ᒒ଼౮ॹ҅ྯॠ᮷ࣁවྍ̶

ଠછ݅
ḕ݅
છ݅
ᆽ݅

ᷢஃṛᎣԏᘊ
ݢզᗵኦ࣋൫ԙ$1$

ṛᎣ݅

ᛯቔᷢکṛᎣὄḘ̶࣋
ṛᎣὄḘ࣋

ȡᬩᛯᇫ٭ํݒๅ̶
๋ෛ݇᧗௳מᴅ$1$ਥᗑ̶
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Ready For Takeoff
～ 赋予我力量的名言 ～
无论何时，都向着崭新的明天前进
在世界舞台大放异彩的运动员的经典语录集

残疾人乒乓球运动员

岩 渊 幸 洋

©YUKI OKADA

040

“绝对没有绝对的事”
无论训练还是比赛，我都很重视 处于劣势时不放弃，处于优势时不
掉以轻心 这一原则。
为此，运动员岩渊幸洋始终将日本战国时代的武将织田信长的那句 绝
对没有绝对的事 铭记在脑海之中。
这句话是他为准备里约残奥会寻找心理支撑时听到的，直到现在都一直
支持着他前进。岩渊幸洋的目标 不仅仅是获得金牌 ，还有实现 进
一步传播残疾人运动的魅力这一愿望 。在他的前方，同时活跃在健全
人大赛上的运动员德沃斯（比利时）犹如一座高墙耸立。为了跨越这座
高墙，岩渊幸洋正在聚集了日本
顶级运动员的、日本国内最好的
环境中磨练着自己的技术。
“如果用我自己的方式来解释织
岩渊幸洋

田信长的话，那就是‘绝对没

1994 年 出 生 于 东 京 都。患 有 先 天
性双下肢功能障碍。从小爱好滑雪、
高尔夫、体操、游泳等体育运动，初
中 1 年 级 开 始 打 乒 乓 球。初 中 3 年
级 接 触 残 疾 人 乒 乓 球，2012 年 高
中 3 年 级 时 首 次 参 加 国 际 大 赛。
2016年参加里约残奥会。2020年
4 月世界排名第三。级别为 9 级。所
属单位为协和麒麟株式会社。

有绝对做不到的事’
。换句话说，
即使与运动员德沃斯对战，我也
一定有机会获胜。我将不断进行
挑战，相信日复一日的积累定会
成为能够抓住机遇的力量。
”
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ፋᷳ
ᳵ
ᒫ

173 ๗

ᗭḘ݅ਞӾ૱
ਞӾᖓݳࢮṛӾ

༉ቖ᮱

ᇆٗय़ᑮ
Җᴨ᮱ፗᗦ
൱Җᴨ᮱ԧ

042

̴̴౯ੜԫଙᕆত༉ቖ̶ᬯ᯾ฎቖᴚ
ጱᕞԟ࣋҅౯ਹḸᛔᤈᬦय़༷ᵱᥝړ
ᰦ̶ྯེᘌᗝٟ෭ᦕ҅ᦏय़ਹ᧔᧔ᛔ૩ŉޮ๛
؉ԧՋԍŊ҅౯᮷տٟ༉ቖጱԪఘ̶੪ฎᮎ
ӻײত҅౯پԒဌํࣁޮ๛ ሻᘓᬦጱᦕ
̶ํᑱᆐӥᵨᘒ؊ྊᕞԟ҅౯᮷ӧᎣ᭲ᧆ
؉ԶՋԍঅ̶
̴̴ڡӾ౯فےԧ໊༉ቖᴚ̶ӧᬦ٧ॠቖ
ᴚၚۖᳵړํݝᰦ҅ޮ๛Ԟمޮࣁݝᕞԟ
ॠ҅౯ఽᥧᬯਠقӧड̶़ಅզ҅ޮ๛౯տ
ᬯ᯾᪙༉ቖጱੜ๏Ӟ᩸ᕞԟ̶ٌਫሿࣁ౯
Ԟᬮտ߶̶౯ժտഭ፳ᴚളරᕞڊݎጱ
ቖ̶౯ڊঅቖ҅տ᪙ੜኞڋഩଣᐞҔ୮՜
ժᤒሿঅ౯ԞտŉᘨŊࣈ̶ཻ౯ᬮտࣁᬯ᯾
ݰፋ̶ᷳ౯ՔॠࣖጱڅฎරᕞᬯԶय़Ոጱଷ
֖߶̶ଘ౯᮷ฎࣖکᶎ҅ᦏੜኞժᕳ౯ᚸ
ӻ֖ৼᆐݸӞ̶᩸ݰ౯Ӥੜ҅Ԟտํ؟ሿࣁ
ጱ౯૧ӧग़य़ጱय़ߵߵ౯ժӞ᩸ቖ̶՜
ժڊᜋጱቖದᦏ౯֫ړ܈๐҅Ԟྋฎࢩԅᬟ
ํԟጱག҅౯ᚆӞፗࣙ೮༉ቖ̶౯๕
ᛔ૩Ԟᚆ౮ԅᬯӞӻਂࣁ̶
043

044

̴̴౯ԏಅզ੪ਞӾᖓݳࢮṛӾ҅ฎࢩԅ
౯ླӱݸమکࣈጱמ᩼۸ૡӱૡ໊֢҅
ํኪᔄӫӱ҅՜ժྯଙ᮷տՈ̶ᘒӬӤᬯ
ಅṛӾጱᦾ҅౯ᬮᚆᖀᖅ༉ቖ̶౯᮷ฎḸᛔᤈ
Ӥӥ҅य़༷ํل᯾ጱ᪠ᑕ̶މӤ᪠قฎ
ӥ࣠҅ಅզړᰦ੪ᚆ֕҅کฎනᥝḸӻੜ
̶٧ॠᷚஉय़҅᮷ᫌӧۖᚕᫌ߶̶ṛԫॕॠ
҅౯౮ԅ༉ቖᴚጱԆ҅ێፓຽ੪ฎᬰከৼ
ࢮ̶ޮ๛ᥝྲᩦ҅ଘ෭ڞᥝᕞԟکภӤᅩ҅ಅզ
کਹ੪ᅩૢݦԧ̶ᬯӞଃဌํ᪠ᅌ҅ภӤԞ
ဌํᕪᬦ҅ํտᑱᆐํᨧሉڊ҅ݽ౯
ஞᚍ᮷ᥝ؊ྊ᪡ۖԧ҅ᬮտ᭬کઊể̵ᇶሉᬮํ
ሢৼޫ̶
̴̴݄ଙชॠ҅ࢩԅෛ٢ዖఘᆷ҅ݎ໊؊᧞҅
ᐒࢫԞ؊ྊԧၚ̶ۖ༉ቖᴚጱᴚާժݱᛔᬰᤈᙄ
ᙂᲷᅫᘏ᪒ྍ҅౯݄ڞԧᑮ෫ӞՈጱڡӾ໊
ࢮ҅ᛔ૩ӞӻՈ๖ቖᗑڋቖ̶์෭ᮎॠփ
ԧॕਊከৼࢮय़տݐၾጱၾ௳̶୮ጱஞఘᓌፗ
෫ဩࡎ҅ଙᕆጱᴚާժ᮷ၞӥԧ፲ဴ̶ቖᴚ
௩॔ၚۖฎࣁ์෭̶य़ਹḒݻضᬩۖ࣋ԧ
҅ᆐݸᬰᤈԧ᪒ྍളቖᕞԟ̶ᮎॠᬮᒫӞ
045

ེᥠԧṛӞෛኞժ̶୮౯੪ࣁమܻ҅طฎള
ቖ੪ᚆᬯԍஞ̶ࠡݸ݅᯾ਯᥝԈ๊ېդ
ྲᩦ҅ԭฎ౯ժ٬ਧᚆ؉ग़ฎग̶़๋ᕣ౯ժ
ࣁᒫԫྲᩦᬌᕳԧ؋य़ṛ઼҅य़ਹ᮷፥ஞᥧ
ᛔ૩ᴚտݐᙯ҅ಅզᶋଉӧኚஞ̶ྲᩦᳵय़
༷ฎੜړᰦ̶֢ԅ༉ቖྲᩦ҅ᳵፘ୮ԏ
Ꭸ̶֕ฎ҅ࢩԅᬦԭᘸᔜտᐟ҅౯ఽᥧᬯྦྷᳵ
ᓌፗ෫ੱᄓᳩ̶ቖᴚၚۖጱ๋ݸӞॠ҅౯ࣁᑮᷳ
ፋ᯾නԧӞٟ፳ŉఽᨀঌঌଙጱᆙᶶŊጱמ
Իᕳԧঌঌ̶ଘ҅౯ᴻԧଃፋᷳ҅ᬮտଃӤᤰ
፳ᔂᷳᔳោፉጱᇙጯణᷳፋ̶໊݄Ӥਠᒫ
Ӟᜓ᧞҅౯տݰധᇙጯణᷳፋӾړԏጱᔂᷳҔ
Ӥਠᒫԫᜓ᧞ٚړݰԏҔᆐ܌ݸջݰፋᷳ҅
ᒵতᕞቖڹٚۃӥጱᔂᷳݰਠ̶
̴̴กॠত౯ᥝ݇ݪلےጱङᦒ̶౯ইౄᬰ
فԧמ᩼۸ૡӱૡ̶֢Քॠᴿ౯ᕞቖጱಭಋ
ᴨ䘓տࣁय़ᖀᖅ༉ቖ̶౯տᬯ᯾߶̶ૡܯ
ฎӣቔૡ֢҅ګಅզޮ๛ջ௳౯տᬯଷ֛
ᙙ࣋ੜኞӞ᩸ቖ̶Քॠࣁ᪠ӤԞ᭬کԧ݄
Ӥጱੜኞ҅ොᬮ๖౯ഀಋ࠾౯ŉय़ᑮŊ
ޫ̶
046

̴̴̴̴୮౯੪ࣁమ
̴̴ܻطฎളቖ
̴̴̴੪ᚆᬯԍஞࠡ
047
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ӷय़
ᕷว
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Ჟݴ᯾ᘨݘउ

048

ŉේ᯾ܜهŊԅŉطกԏછŊ̶
ᬯӻ֖ԭܦଶ၇Ӥጱੜੜછࢵ
ํᗦԇጱၹ၇̵ኞၚ፳ቊᑑۖᇔጱ

ટᎪ

ේ᯾ܜهጱ
Ӳզ݊ग़ᵰጱṛܻࣈଃ҅
ਨইਪᓟᛱṲێ෫ᑫ̶
ݢզᶾኼછӤᘒჅຨᘒӸᝉጱܻኞᛔᆐ̶ᷚط
൱ҖᎪᰀกৼ̴

Ჟݴ᯾ᘨݘउ

ฎӞ॒ӮᕉݨݸᘙଙࣁӞࣘᕅᔂṛጱટӤ
ץୌᘒ౮ጱधࣵྩ҅ԅᆿጭचଚ᩷ᩳԧጱܜᥜᵝ
ࢵሴಅץୌ̶֕ฎ՜ጱਪଷࣖݝԧଙ៧ӥଈ҅ᬯଷ
ྩԞࣁᲟݴ᯾ᘨጱӲӾईဌԧᕅଙ̶

049

ሼቶᎪઊ

050

Ꭺᰀกৼ／൱̶ԅԧਯփේ᯾ܜهጱṲێᘒԭ

ේ᯾ܜهฎݷӮኴጱਪᎪԾࣈ̶ࣁᲟݴ᯾ᘨݘउಅ
ࣁጱӾ।҅ํӞଷෆ֛᮷ฎኧሼቶᎪᕟ౮ጱઊ
શ̶Ոժݢզ᪴፳สᎪඣጭکઊᶮ̶ᬯԶᕮสာ፳
ႨႨጱᔇᜋၠᔳᜋٌ҅ၫႨᬮտᵋ፳१ᶮӞ๕෫ᴬ
ጱॠᑮᘒݒ۸̶

ଙᑏේ᯾ྯ҅ܜهॠ᮷տक़ݎ୮ࣈᩒᦔ̶

ሼቶᎪઊ

୩ᅱጱᴡطᆙᘋ፳

̴̴ᬯӷ॒ᕷᗦᷚطಅࣁጱࣈ܄ํռग़ટ҅ŉݴ᯾
ᘨŊ੪ฎટᎪԏ̶ӷᘏ᪗ᐶᕅل᯾̶ܜᥜᵝ੪ฎ
ᤩݘᘌጱટၡᏝ۸୵ݸ౮ጱટಅ҅ׯଚഝਝ፳ᬯ
ଷટᎪྩፗ̶݄ྒکટᶮᬮྜኸ፳ࢩᷚޖ෭บᘒᏈ
ᨳӧऩጱਪଷ̶ᘒኧᔇᜋᕮสಅ୵౮ጱઊશ֢ڞԅٳ
۸ஞᅎጱ٥మԏࣈᘒ౮ԅ׃أժጱࣀࣈ̶୩ᅱጱᴡط
ᆙᘋ፳ේ᯾ܜهጱय़ࣈ̶ᬯᐿय़ጱێᰁᛔݘᛗՔত
ᕣ᮷ԅՈժಅౖౙ҅ଚ౮ԅՈժጱஞᅎੀಓ̶౯ఽᥧ
ݝᥝӞ፡کේ᯾ܜهᆐӧۖጱय़ᛔᆐ҅ӻՈᘏ
ᳵᬯԶ༷ஷ֒Ԓ᮷տᵋᷚၾව҅ݶԞఽکݑԧᬯᇆ
य़ࣈӤᡦଝ෫ଉጱኞጱ̶ط

ේ᯾ܜهጱय़ࣈ
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>๋ෛၾ௳@

̓ᵱဳٙ̈́᯾ᑕ$1$6.<૰ጱํප๗ེٚᳩ

̴ ̴ ԭࣁᇙਧᳵٖ ک๗ ጱ᯾ᑕ
$1$ 6.<૰҅$1$ਖ਼ᖀᖅᳩํප๗ᛗ
ଙ์෭ҁޮࢥ҂̶૪ᕪဳٙኩ᧗
ᳩጱԙਮ෫ᵱ᯿ෛဳٙ҅๚ဳٙጱ
ԙਮ᧗܉ӡӧᥝᲙᬦྌེտ̶
̞ဳٙᳵғଙ์෭ҁޮӞ҂ڹ
̞ᭇአํප๗ғଙ์෭ҁޮӣ҂ӗଙ


์෭ҁޮӞ҂

ᧇఘ᧗ၨᥦ$1$ਥᗑ̶
ZZZDQDFRMSHQMSDPFFSQH[GDWHVPLOHVN\FRLQ

02

>๋ෛၾ௳@

$1$قቖ᯾ᑕࠟउ

̴̴ೲᆙզӥྍṈ҅᭗ᬦ$1$قቖ᯾ᑕ

 ŉ૪ᏟᦊŊጱ᯾ᑕਖ਼ ࣁᏟᦊ ݸॠٖ

ࠟउӾᛔӮኴࢵݱጱࣁᕚ֢ࠟݳಁᬰ

 ਂفጱ$1$᯾ᑕקԔ᮱ᨴಁ̶

ᤈᗑӤᨻᇔֵአ๐ݢܨ҅ۓຂᩥݐ
᯾ᑕ̶
ই֜ᑌᔴ᯾ᑕ

ጭ୯$1$قቖ᯾ᑕࠟउଚᔱࠟಁ̶
 ෛ ी᯾ᑕਖ਼ࣁӥݸܔӻૡ֢෭զ
ٖ҅ดᐏکጱ$1$قቖ᯾ᑕࠟउᨴ
ಁӾҁดᐏԅŉஇਭ໐Ŋ҂̶

ᧇఘ᧗ၨᥦ$1$ਥᗑ̶
DQDJOREDOPDOOFRPFQ
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>๋ෛၾ௳@

ၹक़ਮ䌕䍋$1$מአܜ

̴̴֘ෝၹक़ጱਮݢኩ旰$1$מአ

$1$)(67$ᒵၾ揲ݢՁ㱢ణರಕ̶

̶ֵܜአ$1$מአܜෝ෭ଉኞၚӾၾ揲

̴̴㬵ኩ旰$1$מአ҅ܜ斕渃ᔴ坌$1$

搳揮䱛 ᐥ ݢᔴ 坌 $ 1 $ ߹ ᑕ҅ ݶ䦒 ᝑ ෝ

߹ᑕމѺ

$1$䱛㲌̵$1$ '87< )5(( 6+23̵

托ఘ抬㷢横$1$ਥ姜̶
ZZZDQDFRMSHQMSDPFUHIHUHQFHDQDFDUGLFKLUDQ

04

>๐@ۓ

ਖ਼᭗ᬦ$1$ଫአᑕଧ׀ಸږᴅᥦ๐ۓѺ

̴̴$1$വڊԧࣁᕚᴅᥦ๐҅ۓԙਮݢ
᭗ᬦᛔ૩ጱᕣᒒᦡ॓ӥ$1$ଫአᑕଧ
ݸၨᥦᛯᑮபٌ݊՜ग़ᐿப̶์᩸
ᬮਖ਼׀ಸᕕࣁᕚᴅᥦ๐̶ ۓ
̴̴ᛯቔᦇښ᩸ᷢᳵጱੜڹ
᩸҅ښᦇکಽᬡᳵݸጱੜٖ҅ᬮݢ
զӥݱᐿபಸᕕ҅ࣁڹݎڊጱጭ
ݗፓጱࣈᒵ॒ᵋᵋࣈᴅᥦ̶
̴̴ٖӿग़҅ԙਮժݢᛔኧᭌೠ҅
ཻᬨణᴅ̶
ํկᴴᧇ̶ګఘ᧗ಚൈԫᖌᎱᏟᦊ̶

ᧇఘ᧗ၨᥦ$1$ਥᗑ̶
KWWSVZZZDQDFRMSHQMSVHUYLFHLQIRVKDUHGLJLWDOPHGLD
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>๐@ۓ

ŉ7DVWHVRI-$3$1E\$1$
ʒ([SORUHWKHUHJLRQVʒŊ
TASTES of JAPAN

2 0 1 7 0 9 1 0

̴̴ŉ7DVWHVRI-$3$1E\$1$ŊฎӞᶱ
ࣁݻၹٖक़ਯփ෭ࣈݱԏӿṲێ
ጱၚ̶ۖ
̴̴ଙ์ᛗ์๗ᳵ҅ਖ਼ݻၹٖक़
ਮՕ٫ᖋ݅ጱṲێಅࣁ̶

□ +Tag line

̴̴౯ժਖ਼യڊ෭ӧԅՈಅᎣጱ
Ṳ҅ێଚӨ୮ࣈ௳מӞ᩸ՕᕨᕳقӮኴ̶
෭ࢵٖᛯᕚᇙᒵᛵጱٖᷧᷣ

̴̴ٖਖ਼׀ኧ$1$Ԇ݀ᔜஞ֢ګጱ
ᇿਹ̶ᷧᷣଙ์ᛗ์๗ᳵ҅൫ԙӳ
Ղᗵኦ࣋᩸ᷢጱ෭ࢵٖᛯቔ҅ภᷧ

෭ࢵٖᛯᕚᇙᒵᛵጱٖᷧᷣᐏֺ

ਖ਼׀ኧ٫ᖋ֢݅ᷣګጱᗦ̶ᷣ
ࢵᴬᛯᕚ᨟ᕪၧᛵᕪၧᛵጱٖ
ᷧᷣ

̴̴کଙ์ԅྊ҅෭ݎڊጱᛯቔ
ਖ਼׀$1$Ԇֵ݀አ٫ᖋ֢݅ᷣګጱ
୮ࣈ߅ࡉ̶
ȡٖᷧᷣࢩᛯᕚᒵᘒ̶ྌक़ํݒๅ҅ӧݚᤈ᭗

ֵአ٫ᖋ݅ጱ֢ᷣګጱ߅ࡉ

Ꭳ̶

ٖᜓፓ

̴̴ٖ ᜓፓ̽+ D a<D D D2 . , 
1$:$̾ਖ਼ኧ$1$ጱਮᛵԙާۓଃᶾय़
ਹ᯿ෛݎሿ٫ᖋጱṲݶ҅ێᬮտᑯൊ
᪁ޱᳯᒼ̶
ȡਖ਼᭗ᬦ෭ࢵٖᛯᕚ॰හᛯቔጱڹොඎන̶

ٖᜓፓ̽+Da<DDD2.,1$:$̾

ȡᜓፓٖํݒๅ҅ӧݚᤈ᭗Ꭳ̶

ᧇఘ᧗ၨᥦ$1$ਥᗑ̶
ZZZDQDFRMSHQMS
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>๋ෛၾ௳@

ᴠྊՈݗᨷܕŉ,WŇVD3HQDOW\Ŋၚۖ

̴̴$1$ፓے݇ڹԧࣁقቖࢱٖڥአ
֛ᙙጱێᰁ҅ۘێᶼᴠᡣஇ̵ڷہՈ
ݗᨷܕᳯ᷌ጱ ,WŇV D 3HQDOW\ၚ̶ۖᬪଙ
҅Ոݗᨷܕᳯ᷌᭛ಘय़҅
ᷢԞᤩአ
֢ݑਸ਼ᘏጱᑏಋྦྷ̶ԅԧعᇨᗜړ
ৼڥአᷢᬰᤈՈݗᨷᬩ҅$1$ྋࣁᑌ
ຄᛘێԭᏟᒈٖԈಸᑕଧ᪠ஆ҅ଚ
ԈېᴠྊՈݗᨷܕᎸᦎտᒵ҅ՔݸԞਖ਼ᖀ
ᖅӨፘى᮱ᳪے୩̶֢ݳ

ၚۖᧇఘ᧗ၨᥦզӥᗑᒊ̶
KWWSVLWVDSHQDOW\RUJWRN\RJDPHV

ᧇఘ

ਮԏ्
๕ՕᕨӞӥਞ༄܄ጱየྰᴠഷෞ̶

ᗵኦ࣋ጱ$̵%ݩਞ༄॒ݗف܄ᬰԧŉᛔۖᳪŊ̶
̴̴ᵋ፳ෛ٢ዖఘጱಘय़҅Өԙਮᬰᤈ

ӨᶋፗളളŊ҅ԅԙਮ׀ਞقනஞጱ

ŉᶋᶎᶎӨᶋፗളളŊጱᵱӧෙी

ᑕ֛ḵ̶

ྌࢩ҅ےԭଙ์෭ᗵኦ࣋
$̵%ݩਞ༄܄ᬰԧŉᛔۖᳪŊ̶

&̵'ݩਞ༄܄๚٬ਧᬰ̶Քݸਖ਼໑ഝֵአఘݚ٭ᤈ
ࠟᦎ̶

̴̴ԙਮਖ਼୵Ꮁ,&ܜٵᛔۖܜ
҅ݸਖ਼ݎᤈἎᜋਞݐ҅ᦤכᩳਞܨᦤכ
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ANA国内線からのお乗り継ぎについて
Transit from Domestic Flights to International Flights

東京国際（羽田）空港

Haneda Airport (Tokyo International Airport)

第2ターミナル国際線乗り継ぎ

空港全体像

▶ 国際線乗り継ぎ（第2ターミナル）」表示にしたがって、
１階エレベーターより３階出発ロビーへお進みいただき、
保安検査場をお通りください。

第2ターミナル
Terminal 2

Transit to Terminal 2 for International Flights
▶ Go to the departure lobby on the 3rd ﬂoor by
following the International Connecting Flights
(Terminal 2) signs and using the elevator on the
1st ﬂoor, and then proceed to the Security Check.

第3ターミナル国際線乗り継ぎ
第1ターミナル

▶ 国際線乗り継ぎ（第3ターミナル）」表示にしたがって、
乗り継ぎ専用バス乗り場へお進みください。
バスは、第3ターミナル1階に到着します。
3階出発ロビーへお進みいただき、保安検査場をお通りください。
▶ バスは、10〜20分間隔で運行しています。
所要時間は約15〜20分です。

Terminal 1

Transit to Terminal 3 for International Flights
▶ Proceed to the bus stop for ﬂight transits by
following the International Connecting Flights
(Terminal 3) signs. Buses arrive on the 1st ﬂoor
of Terminal 3. Go to the departure lobby on the
3rd ﬂoor, and proceed to the Security Check.
▶ Buses run every 10 to 20 minutes. Travel time is
approximately 15 to 20 minutes.

第2ターミナル国際線乗り継ぎ

第3ターミナル

Terminal 3

Transit to Terminal 2 for International Flights

第2ターミナル / Terminal 2

第2ターミナル / Terminal 2

1 .5 階 / M2nd floor

3 階 / 3rd floor

保安検査
68
67

69 68

67

70

66
65
63
62

54

54

55

56

55

56

53

58

国内線1.5階 より
From Domestic flights
(M2nd floor)

66

65

64

61
60

59

58

52

52

59

57

63

70

62

61
60

57

53

64

Security Check

69

51

税関／出国審査

51

Customs / Immigration

国際線乗り継ぎ（第2ターミナル） へ

国際線ANAチェックインカウンター

To international flights (Terminal 3)

International ANA check-in counter
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ANA国内線からのお乗り継ぎについて
Transit from Domestic Flights to International Flights

東京国際（羽田）空港

Haneda Airport (Tokyo International Airport)

第3ターミナル国際線乗り継ぎ

Transit to Terminal 3 for International Flights
68

69

67

第2ターミナル / Terminal 2

1 .5 階 / M2nd floor

70

66
65
64

63
62
55

61

56

54

60
59

57
53

58

52
51

国際線乗り継ぎ（第3ターミナル） へ

国際線乗り継ぎ（第3ターミナル） へ

To international flights (Terminal 3)

To international flights (Terminal 3)

第3ターミナル / Terminal 3

出国審査

3 階 / 3rd floor

109

保安検査

Immigration

Security Check

110

111

Gate 105〜108へ
To Gate 105-108

112

113

114
E

Gate131〜139へ
To Gate 131-139

N

M

L

K

J

I

H

G

D

C

B

A

Y

F

Z

Gate140〜149へ
To Gate 140-149

1階 第2ターミナル国内線 より
From domestic flights (Terminal 2)

成田国際空港

Narita International Airport
53

ターミナル1

54

3 階 / 3rd floor
55

52

51

出国審査
Immigration

3階乗り継ぎ専用フロアで「保安検査」､
出国審査」を受けた後、
国際線搭乗口へお進みください。

56

保安検査

Security Check

Proceed to the departure gate after going
through the security check and immigration.

57A

中部国際空港

Central Japan International Airport Centrair

関西国際空港

Kansai International Airport
Proceed to the international departure lobby.
Proceed to the departure gate after going
through the security check and immigration.

国際線出発ロビーへお進みください。
保安検査」､「出国審査」を受けた後、
国際線搭乗口へお進みください。
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ANA国際線からのお乗り継ぎについて
Transit from International Flights

東京国際（羽田）空港

Haneda Airport (Tokyo International Airport)

国内線乗り継ぎ

Transit to Domestic Flights

● ANA国内線にお乗り継ぎのお客様
（国内線第１ターミナル出発便を除く）
▶ 到着ロビー内の国内線乗り継ぎカウンターにて
お手荷物をお預けいただき、
国内線保安検査場をお通りください。
▶ 第3ターミナルにご到着のお客様は、
乗り継ぎバスにて第2ターミナルへお進みください。
● 国内線第1ターミナルから出発するANA国内線へ
お乗り継ぎのお客様
▶ 到着手続き後、無料連絡バスにて
第1ターミナルへお進みください。

国際線乗り継ぎ

Transit to International Flights

● 到着ターミナルと出発ターミナルが異なる場合
▶ 国際線乗り継ぎ」表示にしたがって、
乗り継ぎ専用バス乗り場へお進みください。
ターミナル到着後は、
国際線乗り継ぎ保安検査場へお進みください。
▶ バスは15分間隔で運行しています。
所要時間は約15〜20分です。
● 到着ターミナルと出発ターミナルが同じ場合
▶ 国際線乗り継ぎ」表示にしたがって、
国際線乗り継ぎ保安検査場へお進みください。

● Transit between Different Terminals
▶ Proceed to the bus stop for flight transits by
following the “International Connecting Flights”
signs. After arriving at the terminal, proceed to
the Security Check for International Flight
Connections.
▶ Buses run every 15 minutes. Travel time is
approximately 15 to 20 minutes.
● Transit within the Same Terminal
▶ Proceed to the Security Check for International
Flight Connections by following the
“International Connecting Flights” signs.

第2ターミナル / Terminal 2

第3ターミナル / Terminal 3

1 .5 階 / M2nd floor

2 階 / 2nd Floor

3階 第2ターミナル
国際線乗り継ぎ保安検査場へ

第3ターミナル国際線乗り継ぎカウンター
Terminal 3
International Connecting Flights Counter

To Security check Terminal 2
International Connecting Flights(3rd floor)
68
69

1階 第2ターミナル
国際線乗り継ぎバス乗り場

2階 入国手続きへ
（国内線乗り継ぎへ）

To the bus stop Terminal 2
International Connecting Flights

To Immigration(2nd floor)

67

● Domestic ANA Flights (except for those
departing from Domestic Terminal 1)
▶ Check in your baggage at the Domestic
Connecting Flight Counter in the arrival lobby,
and proceed to the Security Check for Japan
Domestic Flight Connections.
▶ For those arriving at Terminal 3, use the transit
bus to proceed to Terminal 2.
● Domestic ANA Flights Departing from
DomesticTerminal 1
▶ Proceed to Terminal 1 by the Free Shuttle Bus
after completing the arrival procedure.

70

検疫

Quarantine

71

66

入国審査
Immigration

72

73

荷物受け取り

1階 到着バス降り場から

Baggage Claim

From Bus platform(1st floor)

税関

Customs

1階 第3ターミナル国際線乗り継ぎバス乗り場へ

国内線乗り継ぎカウンター

To the bus stop Terminal 3
International ConnectingFlights(1st floor)

Japan Domestic Flight Transit Counter
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ANA国際線からのお乗り継ぎについて
Transit from International Flights

成田国際空港

Narita International Airport

国内線乗り継ぎ

第4サテライト / Satellite4

● ANA国内線にお乗り継ぎのお客様
▶ 到着手続き後、
「国内線乗り継ぎ旅客専用出口」
へ進み、手荷物カウンターにて
手荷物をお預けください。
▶ 搭乗口へお進みください。
● 他航空会社にお乗り継ぎのお客様
▶ 到着手続き後、各航空会社のカウンターに
お進みください。
▶ 第2ターミナルをご利用の場合は、
1階バス乗り場より連絡バスをご利用ください。

乗り継ぎカウンター

乗り継ぎ検査場

Transit Counter

Transit Inspection

30番台ゲートへ

Gates 30~

50番台ゲートへ

Gates 50~

第4・第5サテライト
地下連絡通路
Satellite 4 & satellite 5
Underground Connecting
Passageway
ターミナル1 / Terminal 1

40番台ゲートへ

Gates 40~

3階 /

第3サテライト / Satellite3

3rd floor

乗り継ぎカウンター
Transit Counter

30番台ゲートへ

Gates 30~

ターミナル1 / Terminal 1

2階 /

Transit to Domestic Flights
● To ANA Domestic Flights
▶ Check-in your baggage at the Baggage Counter
after completing the arrival procedures.
▶ Proceed to the departure gate.
● To Domestic Flights of other airlines
▶ Proceed to the relevant airline counter after
completing the arrival procedures.
▶ If you need to go to Terminal 2, take the shuttle
bus at the bus stop on 1st Floor.

国際線乗り継ぎ

2nd Floor
第5サテライト / Satellite5

乗り継ぎ検査場
Transit Inspection
ターミナル1 / Terminal 1

4階 /

4th floor

※第4サテライト、第5サテライト間の移動には
地下連絡通路をご利用ください。
Go through the Underground Connecting
Passageway between Satellite 4 and Satellite 5.

Transit to International Flights

● ANA国際線・第1ターミナルから出発する航空会社へ
乗り継ぎのお客様
▶ 乗り継ぎ検査場をご通過ください。
▶ 乗り継ぎ便の搭乗手続きがお済みのお客様
乗り継ぎ便の搭乗口へお進みください。
▶ 乗り継ぎ便の搭乗手続きがお済みでないお客様
乗り継ぎカウンターへお進みください。
● 第2ターミナルから出発する航空会社へ乗り継ぎのお客様
▶ 乗り継ぎ検査場をご通過ください。
▶ 連絡バスにて第2ターミナルへお進みください。

関西国際空港

● To ANA and airlines departing from Terminal 1
▶ Proceed to the Transit Inspection.
▶ Passengers who already have a boarding pass
for the connecting flight
Proceed to the departure gate directly.
▶ Passengers who do not have a boarding pass
for the connecting flight
Proceed to the Transit Counter to check-in.
● To airlines departing from Terminal 2
▶ Proceed to the Transit Inspection.
▶ Take the shuttle bus to Terminal 2.

Kansai International Airport

国内線乗り継ぎ

Transit to Domestic Flights

到着手続き後、国内線出発ロビー（2階）
へお進みください。

Proceed to the Domestic departure floor (2nd
Floor) after completing the arrival procedures.

中部国際空港

Central Japan International Airport Centrair

国内線乗り継ぎ

Transit to Domestic Flights

到着手続き後、国内線出発ロビー（3階）
へお進みください。

Proceed to the Domestic departure floor (3rd
Floor)after completing the arrival procedures.
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ご搭乗に際してのお願い
保安検査の強化・機内安全のため、
持ち込み手荷物削減にご協力をお願いいたします。
保安検査の強化について
国土交通省航空局からの指示により、令和元年9月13
日から、航空機へのテロ対策の一環として、航空機搭乗
前の上着検査、靴検査を強化しました。

機内持ち込み手荷物について
（お1人様1個まで）
機内で安全かつ快適にお過ごしいただくために、機内へ
持ち込めるお手荷物は、身の回り品（ハンドバッグ、
カメ
ラ、傘など）
のほか、下記の条件のお手荷物1個となりま
す。なお、下記のサイズ以内のお手荷物の場合でも、客
室内に収納できない場合にはお預かりの手荷物として
貨物室に搭載させていただく場合がございますので、
ご
了承ください。下記サイズを超えるお手荷物（キャリー
バッグ、ベビーカー、麻袋など）
はお預けください。

H（高さ）

W（幅）

D（奥行）

※ 3 辺の合 計に
は付属品（ハンド
ル・車 輪など）
を
含みます。

お持ち込みお手荷物のサイズ

ANA（下記を除く）
エア・ドゥ、
ソラシド エア（SNA）、

3辺の合計

H（高さ）

W（幅）

D（奥行）

重量

115cm以内

55cm

40cm

25cm

10kgまで

100cm以内

45cm

35cm

20cm

10kgまで

スターフライヤー
ANA（機種Q4A）
IBEXエアラインズ、
オリエンタルエアブリッジ

機内でのお願い
安全かつ快適にお過ごしいただくため、
お手荷物は座席
上の共用収納棚、
または前の座席の下に収納してくださ
い。通路・非常口付近など、非常時に脱出の妨げになる
場所へお手荷物を放置することは、法令で禁止されてい
ます。前に座席のない席（スクリーン前・隔壁前）
は、足
元にお手荷物は置けません。お客様の安全のため、収
納状況が適切でない場合には客室乗務員が声をかけさ
せていただきますので、指示に従ってください。
● ギターなど楽器類
機内持ち込みサイズを超える楽器（ギターなど）
は、
あらか
じめお客様にて梱包のうえ、
カウンターにてお預けくださ
い。機内に持ち込む場合には、別途料金が必要となる
場合がございますので、
ご予約の際にお問い合わせくだ
さい。国内線では、
ギター、小型楽器（90㎝以内）、
コン

トラバス専用の輸送ケースもご用意しております。
詳しくは、予約センターまでお問い合わせください
（ただし、
使用状況によりご用意できない場合もあります）。
● キャリーバッグにご注意ください
機内の収納スペースには限りがあるため規定サイズ内
でも持ち込みできない場合があります。
● ライターは1人1個まで
喫煙用のライターはお1人様1個に限り、持ち込みがで
きます。オイルタンク式、葉巻用ライター、
プリミキシング
ライター
（ターボライター、
ジェットライター、
ブルーフレー
ムライター等）、不測の作動防止機能のないリチウム電
池で駆動するライターは持ち込みできません。
ライターの置き忘れにご注意ください。
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ご搭乗に際してのお願い
機内持ち込み制限品の取り扱いについて
ハサミ・ナイフ類、
その他凶器となり得る物品をお持ちの場
合は、手荷物カウンターでお預けいただくか、
「 放棄品箱」
へ廃棄願います。保安検査強化にご理解とご協力をお願
いいたします。
また、引火性物質等の危険物は航空機内
への持ち込み、
およびお預かり手荷物としての取り扱いは
できません。危険物を所持している場合は、出発保安検
査場に設置されている
「放棄品箱」に廃棄願います。
刃物類の機内への持ち込みは法令違反であり、
50万円以下の罰金の対象となります。

ナイフ/ハサミ類

先の尖った物/バット類

※モデルガン等の凶器類似品等も機内持ち込み禁止です。
国土交通省：ハイジャック防止等航空保安対策へのご協力のお願い
http://www.mlit.go.jp/koku/15̲bf̲000007.html

【国際線】TOPICS
機内持ち込み手荷物の制限
1 1容器あたり100mℓを超える液体物・
ジェル・エアゾー
ル類を機内にお持ち込みいただくことはできません。
2 1容器あたり100mℓ以下の液体物・
ジェル・エアゾール
類は個数にかかわらず機内持ち込み可能です。ただし、保
安検査および搭乗の際に1ℓ以下の再封可能な密閉式
ビニール袋
（ジップロック状）
1枚に入れ、機内持ち込み手
荷物とは別に検査を受ける必要があります。容器の大きさ
が100mℓを超えるものは、中身の液体の量が100mℓ以
下でも持ち込みは不可となります。

3 保安検査後の免税店等で購入した液体類は機内持ち
込みが可能です。ただし、海外で乗り継ぎをする場合には、
没収などの可能性がありますので、当該国のルールに従
う必要があります。

※日本で乗り継ぎがある場合、機内で購入された免税品
であっても上記 1 2 のルールが適用となり100mℓ以上
のものは没収となります。詳細はANA SKY WEBをご覧
ください。

ライターの制限（海外空港発便）
お客様のご理解とご協力を
お願いいたします。

中国（香港を除く）、
インド、
フィリピン、
ミャンマーを出発す
る全便において、航空機へのマッチ・ライターの持ち込
みは禁止されています。お預けになる手荷物の中に入れ
ることも禁止されていますのでご注意ください。

ANAおからだの不自由な方の相談デスク
ANAおからだの不自由な方の相談デスクでは、病気や
けが･障がいによりおからだの不自由なお客様に、安心
して快適な空の旅をお楽しみいただけますよう、航空機
のご利用に関するご相談やご希望を伺っております。
以下のお客様は必ず事前にお知らせください。
▶ 機内で医療用酸素ボンベや酸素濃縮器（POC）
を
使用されるお客様（医師の搭乗許可・診断書が必要です）
▶ その他の医療機器を使用されるお客様
▶ ストレッチャー
（簡易ベッド）
を使用されるお客様
▶ 保育器を使用されるお客様
▶ その他機内で特別な医療行為を必要とされるお客様
▶ お手伝いが必要な方が10名以上いらっしゃる団体のお客様

TEL

0120-029-377
0570-029-377
（全国一律料金）
03-6741-8900
0120-029-366
FAX
（年中無休 9：00〜17：00）
※携帯電話からはフリーダイヤル
をご利用いただけません。
ANAでは、耳や言葉が不自由で電話ができないお客様へ、TV
電話での手話やチャットなどを使い、
リアルタイムでANAオペ
レーターとやりとりができる
「ANA専用代理電話サービス」
をご
提供しております。
www.ana.co.jp/skyassist
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機内で安全かつ快適にお過ごしいただくために
ご搭乗の皆様にご協力いただく事項がございます。

Tips for a Safe and Comfortable Flight

Consejos para un Vuelo Seguro y Cómodo

We ask for your cooperation
on the following matters.

Le pedimos su cooperación
en lo siguiente.

深部静脈血栓症 / 肺塞栓症（いわゆるエコノミークラス症候群）の予防
To Reduce the Risk of Deep Vein Thrombosis / Pulmonary Embolism
(So-called Economy-class Syndrome)
Para Reducir el Riesgo de Trombosis Venosa Profunda o Embolia Pulmonar
(el denominado Síndrome de la Clase Económica)
長 時 間 同じ姿 勢で座っていると、
足の静 脈にうっ滞が起こり、血の
かたまり
（深部静脈血栓）
が生じる
ことがあります。この血のかたまり
の一部が血流に乗り、肺に流れて
肺の血管を閉塞してしまうと
（肺塞
栓）、胸痛や息切れが起こり、最悪
の場合には死に至ることもあります。
深部静脈血栓症を予防するために
適 度の水 分を摂り、アルコールは
飲みすぎず、足の運動をこまめに行
いましょう。

1 足先を十分に伸ばしたり、
曲げたりする。

Bend and flex your feet.
Doble y flexione sus pies.

4 足を上下につま先立ちする。
Lift your ankles up and down,
bending your feet at your toes.
Levante y baje sus tobillos,
doblando sus pies a nivel de los dedos.

Sitting cramped for long periods
may interfere with blood flow,
and consequently, a blood clot
develops in the deep leg veins
(Deep Vein Thrombosis; DVT).
A blood clot may travel to the
blood vessel of the lungs causing
a blockage. This is called a
p u l m o n a r y e m b o l i s m , w h i ch
cause a chest pain, difficulty
of breathing and may be fatal.
In order to prevent DVT, drink
sufficient water, moderate your
intake of alcohol, and stretch
your legs frequently.

2 足全体をゆっくりと

大きな円を描くように回す。
Move your feet in a slow circular motion.
Mueva sus pies lentamente
describiendo un movimiento circular.

5 足の指でじゃんけんのグーをつくる。
Curl your toes.
Arquee sus dedos.
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Sentarse en un espacio estrecho
p o r l a rgo s p e r i o d o s p o d r í a
interferir con el flujo sanguíneo,
ocasionando la formación de un
coágulo sanguíneo en las venas
profundas de las piernas (Trombosis
Venosa Profunda; TVP). Un coágulo
sanguíneo podría viajar hasta los
vasos sanguíneos de los pulmones
y causar una obstrucción. Esto
se denomina embolia pulmonar,
lo que causa dolor en el pecho y
dificultad para respirar, pudiendo
en algunos casos ser fatal. Con
el fin de prevenir la TVP, tome
suficiente agua, modere su
consumo de alcohol, y estire las
piernas con frecuencia.

3 ふくらはぎ全体をこぶしで
トントンと軽く叩く。

Use your fist to gently tap your calves.
Use su puño para golpear
suavemente sus pantorrillas.

6 足の指でじゃんけんのパーをつくる。
Point your toes.
Extienda sus dedos.
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機内で安全かつ快適にお過ごしいただくために
ご搭乗の皆様にご協力いただく事項がございます。

Tips for a Safe and Comfortable Flight
We ask for your cooperation on the following matters.

幼児連れのお客様へ
For Passengers with Small Children
座席列の酸素マスクには個数制限
があるため、複数の幼児は同じ座
席 列にご着 席いただけません（ 座
席を確保する場合を除く）。機内で
は座席の移動はお控えください。ま
た、機内には飛行機特有の設備が
ございます。
「ひじ掛け」や「収納式
テーブル」などにお子様の指をはさ
まないようお気をつけください。

ひじ掛け

収納式テーブル

Armrest

座席ベルトの金具

Due to the number of oxygen
masks per seat row, more than
one small child may not be seated
in the same row (excluding seat
reservation). Please refrain from
changing your seats. Also, there
is aircraft-specific equipment on
board the plane. Please be careful
not to let your children catch
their fingers in places such as the
armrest or retractable table.

Table

化粧室の扉・ゴミ箱のふた

Seatbelt Buckle

Lavatory Door Trash Box Lid

その他のお願い
Other requests
他のお客様や業務中の社員に対する無断撮影行為は、
周囲のお客様へのご迷惑となる場合がありますので、
ご
遠慮いただきますようご理解とご協力をお願いします。

ANA Group requests all passengers to refrain from
photographing other passengers and staff on duty
without their consent, as it may cause inconvenience
to other passengers. Your understanding and
cooperation are highly appreciated.
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機内で安全かつ快適にお過ごしいただくために
ご搭乗の皆様にご協力いただく事項がございます。

Tips for a Safe and Comfortable Flight
We ask for your cooperation on the following matters.

機内での電子機器の使用制限について
Restrictions on Use of Electronic Devices on Board
国土交通省が告示で「航空機の運航の安全に支障を
及ぼすおそれのあるもの」について、以下のとおり定めて
います。出発時「飛行機のドアが閉まった時」から
「着陸
後の滑走が終了する時」
まで、下記の電子機器の使用
が制限されています。

The devices listed below have been stipulated by
Japan’s Ministry of Land, Infrastructure, Transport
and Tourism (MLIT) as having the potential to affect
the safety of flight operations as follows.
From when the doors are closed for departure
until the aircraft starts taxiing after landing, use of
electronic devices listed in below is restricted.

機内アナウンス

機内アナウンス

CA announcement

CA announcement

ドアが閉まった時

着陸後の滑走が終了

Door Close

Start taxiing after landing

出発時
ドア開放中

出発

離陸

飛行中

着陸

地上走行

到着

Departure

Take-off

During cruise

Landing

Taxiing

Arrival

Doors are open
before departure

到着時
ドア開放中
Doors are open
after arrival

通信用の電波を発信する
状態にある電子機器
Electronic devices that emit
radio waves for communication

通信用の電波を発信しない
状態にある電子機器
Electronic devices that do not emit
radio waves for communication
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機内で安全かつ快適にお過ごしいただくために
ご搭乗の皆様にご協力いただく事項がございます。

Tips for a Safe and Comfortable Flight
We ask for your cooperation on the following matters.

機内での電子機器の使用制限について
Restrictions on Use of Electronic Devices on Board
作動時に通信用の電波を発信する状態にある以下の
電子機器はご使用になれません。
（出力100ミリワット
以下のものを除く）
機内モード等の電波を発信しない状態（設定）にするか、
電源をお切りください。
（注）客室乗務員がアナウンスにてお知らせいたします。

Electronic devices that emit radio waves, as
follows, cannot be used. (This excludes any of
the devices listed below that have an output
power of 100 mW or less.)
Please set such devices to not emit radio waves
or turn them off.

航空機外の設備と無線通信を行う状態にある携帯電話
（スマートフォン含む）、パーソナルコンピューター、携帯
情報端末、電子ゲーム機、携帯型データ通信端末、
トラ
ンシーバー、無線操縦玩具、
ワイヤレスマイク

Cell phones (including Smartphones), Personal
computers, Personal digital assistants, Electronic
games and Mobile routers that communicate by radio
waves to facilities outside the aircraft,Transceivers,
Radio-controlled toys, Wireless microphones

(Note) Cabin attendants will be making an announcement.

（注）機器同士のBluetooth接続（ワイヤレスヘッドホン、医療機
器等）
やWi-Fi接続
（電子ゲーム機等）
は常時ご使用になれます。

(Note) Bluetooth connection between devices (such as wireless
headphones and medical equipments) and Wi-Fi connection
(for electronic games) can be used at any time.

作動時に通信用の電波を発信しない状態*にある電子
機器については、すべての飛行機において基本的に
常時ご使用になれます。

Electronic devices that do not emit radio
waves for communication* can generally be
used at any time.

携帯電話
（スマートフォン含む）
、
パーソナルコンピューター、
医療機器、DVDプレーヤー、
デジタルカメラ、電子機器等

Examples: Cell phones (including Smartphones), Personal computers, Medical equipments,DVD players,
Digital cameras, e-book readers, etc.

＊通信用の電波を発信しない状態（設定）
とは、電源をON（入）
にしていても通話やメールの送受信、
インターネット機能がOFF
（切）
になっている状態を指します。

*Means the sending/receiving of phones/mails and the internet
function is set to OFF even when the power is turned ON. Cell
phones functions should be set to “flight”, “self”, “radio wave off”,
“offline” or “personal” modes (names differ according to company).

携帯電話での通話は周囲のお客様のご迷惑になりますので
お控えください。
機長が安全運航に支障があると判断した場合、使用可能な
時期であってもご使用をお控えいただく場合がございます。ご
了承ください。
当ページ記載の出力100ミリワット以下の電子機器であって
も、
その電子機器の使用により他のお客様 に不快感を与え
たり、迷惑または危険を及ぼしたりするおそれがある場合はご
使用をお控えいただきます。
記載のある電子機器以外でも別途当社の定めにより使用を
制限している機器がありますので、電子機器の使用状況に
ついて客室乗務員が声をおかけする場合がございます。また
ペースメーカー等、医療機器をご使用のお客様が近くにいらっ
しゃる場合、電子機器のご使用をお控えいただくこともありま
すのでご協力をお願いいたします。
出発時の非常用設備に関するご案内（VTR上映／客室乗
務員のデモンストレーション）
にご注目ください。
また安全に関
する客室乗務員からのご案内にご注意ください。
緊急時脱出の妨げとなるような電子機器類は、前の座席の
下または座席の上の物入れにご収納ください。また、電子機
器が座席の間に挟まって破損する場合がありますので、保管
にはご注意ください。
携帯電話
（スマートフォン含む）
、
電子ゲーム、
DVDプレーヤーなど
をご使用の際は、周りのお客様へのご配慮をお願いいたします。
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Please be considerate of other passengers and
refrain from making phone calls.
The use of electronic devices may still be prohibited
at any time for safety reasons if the pilot determines
that their usage will interfere with flight operations.
Your kind understanding will be appreciated.
Even if your electronic deviceis listed on this page
and has an output power of 100 mW or less, you
may beasked to refrain from using it if there is a
risk that it will cause discomfortor inconvenience
to or endanger other passengers.
ANA may restrict the use of electronic devices other
than those listed and cabin attendants may ask for your
cooperation. If passengers using medical equipment
such as pacemakers are seated nearby, you may be
asked to refrain from using electronic devices.
Please be sure to check the safety information
provided by the cabin attendants or the safety
video. Also, please pay attention to other safetyrelated instructions by the cabin attendants.
Please store your electronic devices under the seat
in front of you or in the overhead compartment
so that they will not obstruct evacuation in the
event of an emergency. Please also take care not
to damage your electronic devices by storing them
(and getting them stuck) between the seats.
Please use your cell phones, electronic games
and DVD players, etc., with consideration for other
passengers on board.

ANA GROUP INFORMATION

機内で安全かつ快適にお過ごしいただくために
ご搭乗の皆様にご協力いただく事項がございます。

Tips for a Safe and Comfortable Flight

Consejos para un Vuelo Seguro y Cómodo

We ask for your cooperation
on the following matters.

Le pedimos su cooperación
en lo siguiente.

機内の安全を阻害する行為について
Unruly Behaviors on Board
Comportamientos Indisciplinados a Bordo
航空機の安全を害する行為のほか、
機 内の人や財 産に危 害を及ぼす
行為、機内の秩序を乱す行為、機
内の規律に違反する行為は「航空
法第73条の3」で禁じられています。
特に国土交通省が定めた以下の
行為については、機長の命令に背
き行為を中止しなかった場合、50
万円以下の罰金が科せられます。
安全運航のためにご協力をお願い
いたします。

Acts jeopardizing the safety of the
aircraft, harming the passengers
or their properties on board,
disrupting the order in the cabin,
or disturbing the discipline in
the cabin are prohibited by the
“Civil Aeronautics Law of Japan,
Article 73-3”. For the following
specific behaviors stipulated by
the MLIT, if you do not stop such
acts despite the Captain's order,
you will be subject to a fine up
to 500,000 JPY. We ask for your
cooperation for a safe flight.

Las acciones que pongan en
p e l i g ro l a s e g u r i d a d d e l a
aeronave, inflijan daño a los
pasajeros o a sus propiedades
a bordo, alteren o perturben el
orden en la cabina, o perturben
la disciplina en la cabina, están
prohibidas según el “Artículo 73-3
de la Ley de Aeronáutica Civil de
Japón”. En el caso específico de
los siguientes comportamientos
estipulados por el MLIT, si usted
no se detiene a pesar de recibir la
orden del capitán, estará sujeto
a una multa de hasta 500,000
yenes. Le pedimos su cooperación
para un vuelo seguro.

乗降口または非常口の扉の開
閉装置を操作すること
化粧室で喫煙すること
（喫煙には、
電子タバコや加熱式タバコ等、
蒸気を発生させるものも含む）
乗務員の職務を妨害し、安全の
保持等に支障を及ぼすおそれが
ある行為をすること
告示により禁止された電子機器
を使用すること
指示に従わず座席ベルトを着用
しないこと
離着陸時において、座席の背、
テーブル、
フットレスト
（レッグレス
ト）
を所定の位置に戻さないこと
非 常 脱出の妨げになる場 所へ
手荷物を放置すること
告 示により定められた消 火 器 、
非常用警報装置、救命胴衣等
を操作または移動すること

Operating the handle or other
mechanisms of a cabin door or
an emergency exit
Smoking in the lavatory. This
includes the use of smoking
devices that generate vaper.
Interfering with crew duties,
which may hinder the safety of
the aircraft
Using electronic devices prohibited
by the MLIT ministerial notice
Not following the instruction
to fasten the seat belt
Not returning the seat back,
table, or footrest (legrest) to
its original position during
takeoff or landing
Leaving baggage in a place
hindering the emergency
evacuation
Using, operating, or moving of
fire extinguishers, evacuation
signal system, life vests, etc.
stipulated in the MLIT ministerial
notice

Manipular la manija u otros
mecanismos de una puerta de
la cabina o de una salida de
emergencia
Fumar en los baños (incluyendo
también los dispositivos para
fumar y los productos que
generan vapor)
Interferir con las tareas de
la tripulación, lo cual podría
comprometer la seguridad de
la aeronave
Utilizar dispositivos electrónicos
prohibidos por la notificación
ministerial del MLIT
No seguir la instrucción de
abrochar el cinturón de seguridad
No regresar el respaldo del
asiento, la mesa o el reposapiés
a su posición original durante
el despegue o aterrizaje
Dejar su equipaje en un lugar
que dificultaría la evacuación
de emergencia
Utilizar, manipular o mover de
lugar los extintores, el sistema
de señales de evacuación,
los chalecos salvavidas, etc.,
estipulados en la notificación
ministerial del MLIT

070

ANA GROUP FLEET INFORMATION

ANAグループ航空機のご案内
$1$ᛯᑮᵞࢫᛯቔਮܖ

A380-800

B777-300

全長 Length قᳩ/ 72.7 m
標準座席数 Standard number of seats
ຽٵଷ֖හ/ 520

全長 Length قᳩ/ 73.9 m
標準座席数 Standard number of seats
ຽٵଷ֖හ/ 514 (-300 ER: 212; 250)

B787-10

B777-200

全長 Length قᳩ/ 68.3 m
標準座席数 Standard number of seats
ຽٵଷ֖හ/ 294

全長 Length قᳩ/ 63.7 m
標準座席数 Standard number of seats
ຽٵଷ֖හ/ 392; 405

B787-9

B787-8

全長 Length قᳩ/ 62.8 m
標準座席数 Standard number of seats
ຽٵଷ֖හ/395 (INT: 215; 246)

全長 Length قᳩ/ 56.7 m
標準座席数 Standard number of seats
ຽٵଷ֖හ/ 335 (INT: 169; 184; 240)

B767-300

B767-300F・
300BCF / B777F

全長 Length قᳩ/ 54.9 m
標準座席数 Standard number of seats
ຽٵଷ֖හ/ 270 (-300 ER: 202; 270)

貨物専用機 freighter ᨵᬩӫ
全長 Length قᳩ/ 54.9 m (B777F-63.7 m)

AIRBUS A321

AIRBUS A320

全長 Length قᳩ/ 44.5 m
標準座席数 Standard number of seats
ຽٵଷ֖හ/ 194

全長 Length قᳩ/ 37.6 m
標準座席数 Standard number of seats
ຽٵଷ֖හ/ INT:146

ミレニアム･ファルコン

B737-800

Millennium Falcon

全長 Length قᳩ/ 39.5 m
標準座席数 Standard number of seats
ຽٵଷ֖හ/ 166

全長 Length قᳩ/ 34.37 m
最高速度 Maximum speed 最大速率/
銀河系で最速 Fastest in the galaxy ᱷမᔮ๋ள
標準座席数 Standard number of seats
ຽٵଷ֖හ/ 6
※機体サイズの比較として掲載しています。
Comparison scale for aircraft ྲᷢᥢཛྷ

BOMBARDIER
DHC-8-400
全長 Length قᳩ/ 32.8 m
標準座席数 Standard number of seats
ຽٵଷ֖හ/ 74
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SUDOKU
ご自身のデバイスで
スクリーンショットを撮って
お楽しみください。
Take a screenshot
and enter the numbers
with your favorite image editor!
᧗አᛔ૩ጱᕣᒒᦡ॓ೌ൱
ኮᶎݸऴ̶ٟ

2つの
二重枠に入った
数字の合計は？

What is the
sum of the numbers
in the two outlined boxes?
੶Ӿጱහਁے᩸ฎҘ

2 7
4

4

8
1 3

8 9 6
9 6
1 2 5 3
4
5
4 3 5 7
2 6
1 3 4
6 3
2
8
6
9 1
❶空欄のマスに、0を除く１から９までの数
字を１つずつ入れましょう。
❷タテ列
（９列）
、
ヨコ列
（９列）
、太線で囲ま
れた３×３のブロック
（９つ）
のどれにも、
１か
ら９までの数字が１つずつ入るようにします。

答えはP073へ
Puzzle created by: Nikoli

How to play:
Enter a number between 1 and 9
in each empty box, without using
the same number twice in any row,
column, or outlined 3×3 square.
(The number 0 is not used.)

Solution on page 073

ꌷ ᧗ ࣁ ᑮ ໒ ٖ ऴ فᛗ Ӿ ጱ ձ Ӟ ӻ
හਁ҅ᴻक̶़
ꌸᒉڜҁڜ҂̵ཞᤈҁᤈ҂զ݊ᔋᕚ
᩸ጱࣘ܄ҁӻ҂ӾጱྯӞ໒Ԟ᮷ᥝ
ฎᛗӾጱձӞӻහਁ̶

ᒼໜᥠᶭ
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SUDOKU ጱᒼໜ
ӻහਁے᩸ฎ

7
य़ਹտ؉ԧހҘ

9

16

2
4
3
8
7
1
9
6
5

7
6
1
9
5
4
2
3
8

9
8
5
6
2
3
7
1
4

3
7
8
4
6
5
1
9
2

4
2
9
1
8
7
3
5
6

1
5
6
2
3
9
4
8
7

6
9
7
5
1
2
8
4
3

8
1
2
3
4
6
5
7
9

5
3
4
7
9
8
6
2
1
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