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特集

静岡︑
五 感で 感 じ る
富士山

第２特集

浅田 家 ︑
馬と仲よくなれる島︑
新 潟・粟 島へ！

の

方

画面を拡大・縮小しなくても、
スマートフォンでそのまま読めるように設計されています。
紙冊子にはない便利な機能がアプリ版に加わりました。
使いこなしてお役立てください。

読みたい記事に
に
アクセスできます
8月号

064 _ ふたつの絶景
スリランカの岩と石

010 _ 日本に新しい世界遺産の
誕生です！

タップすると各記事に
飛ぶことができます。

072 _ 旅の道連れマンガ愛
美少女戦士セーラームーン

014 _ グッドお湯♨ハンティング
〜活力編〜 東京都

076 _ Tastes of JAPAN
沖縄県

特集 宮古島

南の島で
フルーツハンティング
034 _ FLYING INTERVIEW
ゆりやんレトリィバァ
040 _

tap!

068 _ 思い出にしたい店
純喫茶モデル

012 _ あいにいきたい「なごむ」動物
ミシシッピーワニ

018 _

目次のタイトルを

CONTENTS

007 _ ごあいさつ

080 _ 今月のANAカレンダー
北海道
082 _ ANA TOMORROW
086 _ ANAグループからの
お知らせ

特集 高知

097 _ SUDOKU

とさでん東西南北

各記事の最後にある

114 _ SKY CHANNEL

052 _ Ready For Takeoff
岩渕幸洋

116 _ そらとぶぬりえ

055 _ 旅でお土産にしたいもの
みすゞあられ

アイコンをタップすると

117 _ 郵便飛行

058 _ おべんとうの時間
片岡大空さん

目次に戻ります。

タップして
各コンテンツへ
飛ぶことができます

005

QRコードをタップすると
SAMPLE

外部のウェブサイトに
アクセスできます。
※一部アクセスできないQRコードも
ございますのでご了承ください。
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アプリ版『翼の王国』の楽しみ方

お気に入りページを
られます
気になるページを
ブックマークしておけば、
あとでじっくり読むのに便利です。
右上の「しおりマーク」を

step1

タップすると画面下部の一覧に
「しおりマーク」がつきます。
右下の「二重のしおりマーク」を

step2

タップするとお気に入りが保存された
「My bookmarks」に移動します。

「SUDOKU」は
で遊びましょう
スクリーンショットして画面を保存すると、
スマートフォンなど各種端末のペン機能で
画像に数字が書き込めます。

?

スクリーンショットの
撮り方についてはお使いの機種の
操作方法をご確認ください。
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1月号

CONTENTS

009 _ ごあいさつ

060 _ おべんとうの時間
福地享子さん

012 _ 2050年航空輸送における
CO₂排出量を実質ゼロに

066 _ ふたつの絶景
パタゴニアの氷河と風

016 _ 2022年風水暦十二支占い
020 _ あいにいきたい「なごむ」動物
ホワイトタイガー
022 _ グッドお湯♨ハンティング
〜美編〜 東京都
026 _

070 _ お墨付きグルメ
東京・北参道編
074 _ 旅の道連れマンガ愛
まどろみバーメイド
079 _ どうぶつかくれんぼ

特集 静岡

五感で感じる富士山

038 _ TSUBASA’
s interview
野田洋次郎
045 _

タップして
各コンテンツへ
飛ぶことができます

080 _ 今月のANAカレンダー
静岡県
082 _ ANA TOMORROW

特集 新潟

浅田家
馬と仲よくなれる島、
粟島へ！

057 _ 旅でお土産にしたいもの
エキソンパイ

086 _ ANAグループからの
お知らせ
097 _ SUDOKU
110 _ SKY CHANNEL
112 _ ANAグループ航路図
116 _ 郵便飛行

【今月の表紙】
静岡から望む富士山
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ごあいさつ

全日本空輸株式会社
代表取締役社長

平子 裕志

青い鳥、青い星、青い翼
新年、あけましておめでとうございます。2022年が皆様にとり
まして幸せな年となりますよう心からお祈り申し上げます。
「かけがえのない地球（Only One Earth）」。50年前、中学生
だった私はこの言葉に心を大きく動かされました。1972年にス
トックホルムで開催された環境に関する世界初の政府間会合「国
際連合人間環境会議」で採択された標語です。私は「Only One
Earth」と国連旗のデザインを組み合わせたポスターを作り、学
校の掲示板に張り出してもらいました。昨年12月、真鍋淑郎さ
んがノーベル物理学賞を受賞し大きな話題になりました。コン
ピューターを使って開発した気候モデルで、大気中のCO2増加が
地表の温度上昇につながることを1967年に世界で初めて示しま
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した。その少し前、米国の思想家バッ
クミンスター・フラーが宇宙を航海す
る地球を船に喩え、「宇宙船地球号」
という概念を提唱しました。「宇宙船
のメイン・エンジンは本来再生可能エ
ネルギーだけで動くように設計されて
写真提供：NSSDCA

いるので、化石燃料はエンジンの始動
のためだけに使えばよい。人間がエネ

ルギー交換システムを誤使用し、酷使し、汚し続けてきた」と警
鐘を鳴らしていたのです。真鍋さんたちの研究は、地球温暖化が
現在の経済システムに対する地球の悲鳴だということを科学的見
地から検証したものです。
私は大学で経済学を専攻しましたが、在学中に受講した理論経
済学には自然環境を資本とみなすものはありませんでした。とこ
ろが当時経済学部長を務めていた宇沢弘文さんは、教育や医療な
ど人間が尊厳を守るのに不可欠な制度や自然環境を「社会的共通
資本」と考えた例外的な存在でした。2015年、国連は社会に持
続可能性や安定性をもたらす経済システムへの変革のため「持続
可能な開発目標（SDGs）」を掲げます。「経済」は元々、中国
おさ

すく

の古典にある「経世済民（世を経め、民を済う）」が語源だそう
です。宇沢さんはまさに「経世済民」の視点で経済学のあり方を
論じたのではないでしょうか？
さて航空業界が今後、地球環境問題にどう対処していくのかに
ついてご紹介します。IATA（国際航空運送協会）は昨年10月の
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年次総会で、世界の航空業界が2050年にカーボンニュートラル
を目指すことを決議しました。環境に優しい新型航空機の導入や
運航方式の改善といった従来の取組みに加え、私たちが今後最
も重要視するのが航空燃料にSAFを混合させた航空機の運航で
す。SAFとはバイオ燃料など、化石燃料由来ではない航空燃料の
ことをいい、CO2を約80％削減する効果があります。昨年10月
ANAグループは、SDGsの具体的な実行プログラムである「ANA
Future Promise」の一環として「SAF Flight Initiative」を開始
しました。SAFの実用化には多くの困難を伴いますが、ANA
はSAFを混合したフライトを今後継続的に運航してまいります。
SAFに関して本誌に日本航空の赤坂社長との対談記事を掲載して
おりますのでぜひご覧ください。
『資本主義と闘った男』と
いう宇沢さんの生涯を綴っ
た本に、本人が若い頃「青
い鳥」を探していたという
くだり

件が出てきます。後年、宇
沢さんにとっての青い鳥は
青 い 星 の こ と だ っ たので
しょう。ANAグループは
今年も全力で青い翼を安全
に運航し、皆様から必要と
される存在になれますよう
努めてまいります。

ANA グループの青い鳥
（貨物専用大型機／愛称：BLUE JAY）

※ポートレート撮影：山岸伸氏
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全日本空輸株式会社

日本航空株式会社

代表取締役社長

代表取締役社長

平子裕志

赤坂祐二

全日本空輸株式会社（以下ANA）
および日本航空株式会社（以
下JAL）
は、持続可能な航空燃料SAF（Sustainable Aviation
F u e l）に 関 す る 市 場 調 査 を 行 い 、 考 察 を ま と め た 共 同 レ
ポート「2050年航空輸送におけるCO 2 排出実質ゼロへ向け
て」を策定しました。共同策定の狙いや今後の展望について、
両社社長が皆さまにご説明します。
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航空運輸の次世代への継承に不可欠なSAF
赤坂：共同レポートでは、バイオマスや排ガス等を原料とした航空
燃料であるSAFの有用性についての調査・考察を通じて、「2050年
航空輸送におけるCO2排出実質ゼロ」
実現のカギとなる活動を明らか
にしました。ANAとJALの２社で共同策定したのは、航空輸送を次
世代継承するにはSAFの普及が不可欠かつ喫緊の課題であることを、
これまで以上に広く発信し、課題解決を強く働きかけていくためで
す。世界的に加速するSAF普及の波に乗り遅れてしまうと、SAF
を給油できない日本の空港は海外の航空会社から利用されなくなり、
最悪の場合は日本が国際航空輸送のネットワークから孤立してしま
うおそれがあります。その危機感を航空輸送に関わる全ての人が共
有し、本腰を入れてSAFの普及に取り組む必要があります。
平子：従来の化石燃料に比べて
CO 2 排出量を約80%も削減でき
るSAFは、航空輸送によるCO 2排
出を実質ゼロにする上で不可欠な
代替燃料です。しかし、SAFの量
産には巨額のコストがかかるた
め、世界的にも生産量拡大のペー
スは遅く、世界のSAF生産量は需
要のわずか0.03%に留まってい
ます。今回行った試算では、日
本で2050年に航空輸送における
CO2排出ゼロを実現するのに必要
なSAFは、約2300万キロリット
ル。これは2019年に日本で消費
した航空燃料の約2倍に当たりま
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産業全体で

SAF普及を進め、

青い空を子供世代へ

す。この大量のSAFを確保するためには、航空輸送に関わる産業が
横断的に協力して、SAFの技術開発、生産や利用を加速させていく
ことが不可欠です。

「SA Fの地 産地消」を実現し、
アジア圏のロールモデルに
赤坂：SAFの利用拡大にあたって
は、まだ国産SAFが商用化に至っ
ていないため、当面は輸入SAFの
活用を前提としたサプライチェー
ンの構築に取り組むことになりま
すが、商用化実現後はエネルギー
安全保障の観点からも「SAF自給
率」を高めていくことが重要だと
考えています。また、日本の空港

ANAとJALが
手を携え、

SAFの重要性を

発 信していきます

で国産SAFを安定供給できれば、
外国航空会社からも就航地とし
て積極的に選択されるようになり、
安定的な国際航空ネットワークの
構築につながるはずです。

平子：今後、航空需要の拡大が見込まれるアジア圏におけるSAF市
場は2050年には約22兆円の巨大市場に成長すると見られています。
日本がいち早く「SAFの地産地消」
を実現してアジア圏にロールモデ
ルを示すことができれば、アジア圏全域の航空輸送により排出され
るCO2を実質ゼロにすることに貢献でき、結果として輸出入に支え
られている日本の経済と環境の好循環を生み出す「産業構造のグリー
ン化」
にもつながっていくものと考えています。
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2030年までに全燃料の10%をSAFに
赤坂：ANAとJALは国の「国産SAFプロジェクト」
に参画しており、
2021年6月17日に、両社は国産SAFを搭載した定期便のフライトを
日本で初めて成功させました。また、同年9月には世界経済フォー
ラムのクリーン・スカイズ・フォー・トゥモロー・コアリションに参
画、世界で使用される航空燃料に占めるSAFの割合を2030年まで
に10%に増加させることを目指す「2030 Ambition Statement」
に共
同署名しました。今後はこの目標をマイルストーンと定め、両社が
手を携えてSAF普及に向けた協力の輪を広げてまいります。
平子：気候変動への対応は文字通り待ったなしの状況であり、今、
私たちの世代が行動を変える必要があります。ANAとJALは次世代
に課題を先送りすることなく、持続可能な航空輸送、そして豊かな
地球を次世代へ継承するため、具体的な行動を起こすことを決意し
ました。今後はSAFの普及のみならず、その他の環境対策について
も協力して取り組み、持続可能な航空ネットワークを通じて日本の
産業全体の発展に貢献してまいります。

SAF（Sustainable Aviation Fuel）

持続可能な代替航空燃料

木くずや微細藻類などのバイオマスや排ガス等
を原料とした持続可能な航空燃料であるSAF（Sustainable Aviation
Fuel）
の導入は、航空分野における温室効果ガスの排出量削減に向け
た有効な手段として世界的に注目を集めています。SAFを航空機に
使用する際は、国際標準策定機関であるASTM internationalが定め
る規定に準拠したものであるとともに、現時点では既存の化石燃料
と混合することが要件とされていますが、将来的には、混合が不要
となるように技術開発が進められています。
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2022年

風水暦十二支占い
占い＝ 蔡 志賢

文＝ 葛西玲子

絵＝ ZUCK

●この占いは算命学を用いて干支別に占っています。●風水暦では立春からが新年。立春は毎年2月3・4・
5日のいずれかとなります
（2022年は2月4日）
。
また、算命学での一年は、旧正月から翌年の旧正月の前日ま
でとなります。ゆえに、文中の「今年」
とは、2022年2月1日～2023年1月21日までを指します。●内容はあく
までも干支別の一般論です。同じ干支でも生年月日、生まれた時刻で運勢も大きく変わることがあります。

Chua Chee Hiang ／ シンガポール生まれ。大学では経営学を専攻して最初はビジネスの分野で仕
事をしていたが、2002 年に風水・四柱推命の世界に入り、以降、シンガポールを拠点にフリーで活
躍中。旧正月には BBC ワールド、CNBC アジアなどの番組に出演して一年の展望を占っている。
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子
丑
リーダーシップを十分に発揮できる一年

今年は特に、誕生日や記念日などには、

です。 周りの助けを得て、 困 難もうま

お祝いの言葉や贈り物を送るなどしましょ

く切り抜けることができるでしょう。その

う。 祝福の気持ちに浸ることで、運気

ために、常に周囲に目を向け、周りの

がアップします。あなたに必 要な一 人

人たちとの関係をうまく育んでください。

の静かな時間とのバランスをとるのも大

チームを率いて立ち向かう様々な挑戦の

切です。 職場では、いろいろな方向か

ため、常識を持ち、慎重であることを忘

ら手が差し伸べられるかもしれませんが、

れないようにしましょう。 心の中に闘志

肝要なのはあなたがその助けに気づくこ

を見つけて、果敢に、かつ注意深く前

と。 感謝を共有することで、幸福を周

進できれば、よい結果が待っています。

囲に広げていくことができます。

寅
卯

素晴らしい年が待っています。あなたを

2022 年の干支の寅年。 新しい 12 年
のサイクルの始まりとなります。 先への

助けてくれる人に囲まれる、祝福された

不安を感じる時は、ゴールや目標から目

一年になるでしょう。その恩恵を受ける

をそらさないようにしましょう。あなたの

には、周りの人々に目と心を開きましょ

知性が全開になるので、うまく仕事に結

う。寺社に参拝する際にはぜひ寄付を。

び付けましょう。 学生は学習能力がアッ

SNS を通じた交流も活発になりそうな

プします。困難には知力で立ち向かい、

一年ですが、くれぐれも羽目を外さない

トラブルからは一線を引くことで一年の

ようにしましょう。2 月からは社交に忙し

航海の安全に繋がります。自分にとっ

そうです。 困難に直面しても、周囲の

て何が大 切なのかに集 中しましょう。

助けにより簡単に克服できそうです。
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巳

辰
旅行や移動と、何かと忙しい一年にな

仕事や学業での成功、業績などが認め

りそうなので、身の回りに注意を払うの

られる兆しがあります。 女性はなおさら

をいつも以上に忘れないようにしましょ

運気がよいです。あなたを助けてくれる

う。 予定や旅程の確認を怠らず、忘れ

人たちに、感謝の気持ちを表しましょう。

物がないよう気をつけて。不注意や小さ

それは、あなたが困難に直面した時、さ

な間違いは誰にでもあるので、不必要

らに多くの助けを得ることに繋がります。

なリスクをとるようなことは避けたほうが

11 月は要注意、法的な書類はしっか

よいです。 疲れた時やストレスがたまっ

りチェックしましょう。自然の中の散歩、

た時は、温泉に入ったり、瞑想をしたり

温泉への小旅行がおすすめです。 静か

しましょう。善行に励む一年にしましょう。

な環境での充電は吉です。

午

未
人気運が高まる一年です。 年の始まり

必要な時に、あなたに救いの手が差し
伸べられるでしょう。 挑戦的な場面に直

からよいニュースが待ちうけています。ま

面することがありますが、それらは報わ

た、今年はあなた自身の思いやりのある

れ、平安を得られます。 内なる闘志を

一面を発見することになり、それが、見

鍛えて、外界に振り回されないようにし

返りを期待せずにあなたを助けてくれる

ましょう。心を平静に保つことで、今年、

人の出現にも繋がります。仕事ではキャ

頂点に上り詰めようとするあなたの仕事

リアアップが期待できそうです。 人気運

をうまく舵取りすることができます。目の

をうまく持続できるように努力し、よいバ

前の権力や昇進に衝動的に気を取られ

ランスを心がけてください。あなたの幸

たりせず、目的に集中しましょう。

福を家族や社会と共有しましょう。
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申
酉

新年の早い段階で自分の長所を見直

健康は財産。 健康維持に留意しましょ

し、今後の動きに対して早めに準備す

う。 定期的な検診を受けるのを忘れず、

ることが、さらなる成果と成功を導く鍵と

体調がすぐれないときには十分な休息を

なります。 波のある一年になりそうです

とりましょう。3 月頃から多くのお祝いの

が、旅行運には恵まれそうです。 落ち

機会に恵まれます。 賑やかな機会が多

着かない気持ちになるときは、寺社に

い半面、一人になる時間の必要を感じ

参拝して心を清めましょう。 旅行で温泉

るかもしれません。うまくバランスをとりま

に浸かるなどして、ストレスを解消しましょ

しょう。周囲の人々からの支援に恵まれ、

う。 充電と休息の機会をつくり、心身

やりがいのあるキャリアを見つける可能

の健康を保つようにしてください。

性もあるので、心配は無用です。

戌

亥
よい運気が待ち受けており、周囲からの

あなたの芸術的な側面を発見する一年
になります。インスピレーションを得るた

助けに恵まれる平和な一年になります。

め、秋には美術館や展覧会に出かけま

いろいろなことが起きそうですが、強い

しょう。一人の静かな時間も楽しめます。

力に満ちた縁起のよいエネルギーに守ら

運気を高めるには積極的なチャリティや

れ、困難な状況も切り抜けることができ

慈善的な行いが吉。あなたを邪魔する

ます。その代わり、人の噂話など、不

人を遠ざけ、自分のことに専念しましょう。

健全なことに無駄な時間を費やさないよ

運転、旅行、外出の準備には十分注

うにしましょう。 何も言いたいことがなけ

意を払いましょう。 危険なスポーツ、危

れば、 黙っていればよいのです。 11

ないエリアへの旅行は避けましょう。

月には細心の注意を払ってください。
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今年の主役です

あいにいきたい

10

回

動物

第

なごむ

ホワイトタイガー
【食肉目ネコ科】
チャームポイント：青い瞳、ピンクの鼻と肉球
生息地：南アジア（スリランカを除く）
静岡県・東伊豆町 伊豆アニマルキングダム

写真・文＝ 平林美紀
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ギュッ

【

ホワイトタイガー

】

黄色と黒の模様がおなじみのベンガルトラ。その白変種が「ホワイ
トタイガー」
と呼ばれています。色と柄が、まるでマーブルチョコ
アイスのよう。『伊豆アニマルキングダム』
では、2020年秋に三つ
子（三姉妹）
が産まれました。写真は生後8か月の子とその母親。ト
ラは群れを作らず単独で生活する動物ですが、生まれた子が立派な
大人のトラに成長する2歳前後までは母親が子育てをします。
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グッドお湯
ハンティング 【美 編 】
文 = 養生家 ・ 岡田カーヤ

第10 回 東京都

illustrations:Natsuki Suyama
NAME

天然 温 泉 久松湯

初代オーナーが地域コミュニティの場として1956年に開湯した銭湯
『 久松湯 』。どうせなら世界にひとつだけの場所にしようと、2代目が
2014年にリニューアルし、
なんとも素敵な都会のオアシスに。
行き先を調べる

ADDRESS

東京都練馬区桜台4-32-15

tel. 03-3991-5092
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東

京都練馬区の住宅街に『久松湯』
はある。白い壁とガラスを多用

した建物は、まるで美術館のような佇
まい。夜には浴場の壁にプロジェク
ションマッピングまで投影されるアー
バンな銭湯である。でも、涼しげな顔
はここの魅力の一面でしかないのが、実際に利用するとよくわかる。ま
ずは脱衣所に入ると、奥の露天風呂まで見渡せる抜けの良さに気分が上
がる。「普通、銭湯ってガラスを嫌がるんですけど、あえて使っていま
す」
と2代目・風間幸雄さん。夜のプロジェクションマッピングだけでな
く、昼にはガラス窓越しに光の移り変わりが楽しめる。

アーバンな銭湯の魅力と
強力な温泉のパワー
露

天の天然温泉もすごい。リニューアル前
くっさく

に掘削し、地下約1500ｍから湧出したナ

トリウム-塩化物強塩温泉は「海よりしょっぱいん
じゃないかな」
と風間さんが言うとおり、成分表を
見てもかなりの高濃度。浸かると、じんじんと体
の中へと沁み入ってくるかのよう。「湯
あたりに気をつけましょう」
という張り紙
に、そのとおりですねと頷き返す。洗い
場に座りふと目を上げると、窓越しに緑
の葉を揺らす中庭の木立が、露天風呂に
浸かり顔を上げると、空を飛んでいく飛
行機が見えた。体もほぐれ、目も心も気
持ちいい。なんて幸せな都会のオアシス。
ライター／サックス奏者。日々、体の内外からの養生を研究している。
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特集
静岡

五感で
感じる
富士山

Mt.FUJI
× Five
Senses
文＝ 石田エリ

写真＝ 阿部 健
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朝から日暮れまで、
どんな季節にも変わらず
ふたつとない姿を見せてくれる富士山は、
日本のどんな山よりも人々に
「見られてきた」。
知っているつもりでも
不思議と惹かれてしまうこの山を、
五感で感じる旅に出かけよう。
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KIKU

聴
まずは滝の音から
富士山の
パワーをもらおう
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滝幅約150m、
富士の
雪解け水

白糸の滝
めいばく

上・右／日本の名 瀑のひとつ「白糸
の滝」。富士山の伏流水が約150m
もの滝幅から無数の筋となり流れ落
ちる光景は、巨大なレースのカーテ
ンのよう。下／新富士火山の「三島
溶岩流」の断面から流れる「五竜の
滝」
は、住宅地のすぐ脇に。

五竜の滝

ゴーッ！
住宅地に
豪快な滝音
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MIRU

視

露天風呂からの
富士の大パノラマ。
最高だ〜！
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サウナの窓からも
富士山！

木の花の湯
tel. 0550-81-0330

弱アルカリ性の自家源泉と、地下水を汲み上げた炭酸風
呂が楽しめる御殿場の新スポット。露天には富士の大パ
ノラマが広がる「展望風呂」
と、血行の促進によいとされ
りついよく

る立位浴ができる、深さ約130cmの「立湯」
がある。

K I K U・M I R U
富士山が、
すべてを包み込んでくれます
富士山のふもとに暮らす人たちの間では、「あの角度がいい」
「この時季がいい」
などと、好みの“マイ富士山”
があるそうだ。東
京に暮らしているとそれほど意識することはないのに、いざ静岡
に来てみるとどこへ行っても視界のあちこちに富士山が……。す
るとだんだん気になってきて、雲がかかっていてもチラリと稜線
が現れるだけで「おぉっ！」
となり、しまいには何げなく姿を探し
ていたりする。そんな“魔性の山”
を巡る旅のはじまりは、滝。富
士山がどれほど雄大であるかを全身全霊で感じるには、滝が一番。
冬になると山頂をすっぽりと覆う雪が春の訪れとともに解けだし、
長い時間をかけて地層から染み出しふもとのあちこちに滝となっ
て、流れ落ちる。マイナスイオンもしかり。ゴーッ！

という滝

の音で鼓膜を震わせると、なんだかすっきり。すっきりついでに
富士山を真正面に一望できるという温泉へ行こう。湯温も熱すぎ
ずぬるすぎず、露天風呂に浸かってただ富士を眺めているだけで
極楽……、富士山のように大きな心も取り戻せたのだった。
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飛び立つ
までが
ドキドキ

気流に乗って
グンと富士に
接近！

爽快！
翼が
生えてきた〜

触

富士山周辺のパラグライダー
スクールとして人気の、朝霧
高原にある『スカイ朝霧』
。湿
度の低い秋から冬がベスト
シーズンで、空気が澄みわた
り、富士山もよく見え、駿河

FURERU

湾や伊豆半島の先端まで見渡
せるのだそう。

スカイ朝霧
tel. 0544-52-0304
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A JIWAU

味

富士山の
めぐみを
味わおう

レンタサイクルで周遊すると楽しい富士
山周辺。チーズ工房やキャンピングカー
サイトを併設する牧場『COW RESORT
IDEBOK』
や、朝霧高原に醸造所を構え
る『富士山ワイナリー』
など、食のスポッ
トに出合うことができた。

芝生の上で
ノン・ストレス
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COW RESORT
IDEBOK
in 富士山高原
tel. 0544-52-3697

KAGU

嗅

緑のいい香りを
感じて自転車で散策
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ボコボコと
湧き出す水

富士山を水源とした約120万トンもの水が毎日湧き出る「わき間」
の光景が見られ
か

る「柿田川公園」
。生態系が守られていることから希少な動植物の棲み処 でもあ
り、日本の「名水百選」
に選ばれた湧水が汲めるスポットも。

F U R E R U ・A J I W A U ・ K A G U
飛んで走って“富士ざんまい”
なんと言ってもこの旅のハイライトは、パラグライダー。この
数日、あらゆる角度から富士を拝んできたけれど、空に浮かびな
がら眺められるなんて！ 未経験でもインストラクターと二人乗
りできると聞き『スカイ朝霧』
へ。いざ飛び立つと、それまでのド
キドキが一瞬で吹き飛んで、風に乗るという初めての感覚、最高
の浮遊感……！ そして、ドーンと富士山が目に飛び込んできた。
高度なスポーツと思い込んでいたけれど、ここでは3歳から70代
のお年寄りまで楽しんでいるんだそう。
ひとっ飛びしたあと、自転車をレンタルして高原を散策してい
たら、広々とした芝生にツヤツヤの毛並みをした牛たちを発見。
「牛のストレスフリー」
にこだわる牧場だそうで、ここのソフトク
リームとあれば食べないわけにはいかない。自然な甘みとミルク
本来の風味が感じられるとても上品な味わいだった。
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F U R E R U ・A J I W A U ・ K A G U
旅の後半は、富士山系の地下水が湧き出る「柿田川湧水群」へ。
滝が“動”
なら、こちらは“静”
。富士山周辺に降った雨や雪が、こ
こへ湧き出すのに数十年もかかるのだそう。こんこんと水が湧き
出す光景をじっと見ていると、あちこちから鳥の鳴き声が。サギ
やカワセミなどの野鳥も集まるサンクチュアリなのだ。
最後の日は、『OUTDOOR HILL VILLAGE』
で１泊した。ここか
らの富士の眺望も、絵葉書のようなベストポジション。一日のん
せんげん

びり過ごし、翌朝に『富士山本宮浅間大社』
を訪れた。富士山周辺
の至る所に浅間神社があるのは、噴火を鎮めるだけでなく、山そ
みほ

おそ

のものを御神体としているからだ。かつての人々が見惚れ畏れた、
気高く美しい富士山に想いを馳せつつ帰路についたのだった。

富士山が
御神体の
総本宮なのです

富士山本宮浅間大社
tel. 0544-27-2002

全国に1300余ある浅間神社の総本宮。富士山を
鎮めるため浅間大神を祀った最初の場とされる。
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富士山への翼
富士山へは各地からANA便で羽田空港または
富士山

東京都
神奈川県

静岡県

富士山静岡空港へ。各空港から車で約2時間
〜2時間半。
※運航状況は変更になる可能性がございます。

羽田空港

最新の情報はANAウェブサイトをご確認ください。

富士山静岡空港

寝ても覚めても
富士山！

ときのすみか

御殿場高原 時之栖
OUTDOOR
HILL VILLAGE
tel. 0550-87-3700

御殿場高原にあるキャンプ場。
地元の食材や地ビールを楽しみ
ながら、富士山をバックにグラ
ンピングが楽しめる。
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野田
文= 松山 梢
写真= 小林真梨子
スタイリング= 服部昌孝
ヘアメイク= 根本亜沙美

洋次郎
038

TSUBASA’s interview_ Yojiro Noda

何者でもないフラットな自分になれる
旅には、定期的に出たくなる。
そして戻ってきたらまた、
日本や東京が好きになっていたりもする。
旅にはそういう相互作用がある。

ーー 野田さんがこれまでに行った
忘れられない旅先はどこですか？
６歳から４年間アメリカに住んでいたんです。その後、高校時代に一
度訪れたきり、10年以上足を踏み入れていなかったのですが、27歳の
時に、ふと自分が住んでいた家や街を見てみたくなって。通っていたロ
サンゼルスの小学校を見つけて、そこからおぼろげな記憶を頼りに通学
路を辿っていったら住んでいた家が見つかりました。改装工事中だっ
たのですが、裏庭のプールとかも見えて結構感動しましたね。その旅
をきっかけに、やっぱりアメリカは好きな国だなと思いました。ヨー
ロッパと決定的に違うのは、レストランやホテル、スーパーで買い物
をするだけでも「Hey, how are you?」
、「Have a good day」
、「Have a
nice day」
と声をかけられる。その一言一言がすごく新鮮に響いたんで
す。一日に10回、20回と「いい一日をね」
と願われる文化はアメリカ特
有のものだと思ったし、何げない会話ですごく心が満たされました。
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TSUBASA’s interview_ Yojiro Noda

「やっぱりアメリカは、
好きな国だった」
ーー 海外でのツアーも経験されていますが、
お仕事で行った旅で印象的だったのは？
どこもすごく好きだったけど、特におもしろかったのは2015年の
ヨーロッパツアー。でかいバスを貸し切ってスタッフ全員でロードト
リップをしました。修学旅行の特大版みたいな感じでしたね。ベッドが
10個くらい備え付けられている２階建てのバスだったのですが、１〜
２時間おきにサービスエリアに寄ってみんなでごはんを食べて、酒を飲
んで、バスの中でトランプをしたりして。あの経験は忘れられないし、
「俺らバンドマンだな！」
って感覚になれたのは嬉しかったです。

ーー 野田さんが旅に求めるものは？
自分の当たり前を壊して、一回フラットにするために必要な作業なの
かなって。僕の場合だったら、普段は家とスタジオを往復して、同じ
ベッドで寝て、だいたい同じ友達と一緒に過ごして酒を飲んで。それは
それでものすごく幸せだけど、自分にとっての当たり前がどんどん積み
上げられて、小さな小さな生活圏の中での常識が溢れていく気がするん
です。旅先での当たり前に一度染まってみると、自分が柔らかくほぐさ
れて、風通しがすごく良くなる気がします。何者でもない自分に定期的
になりたくなるし、旅から戻ってきたら、また日本や東京が好きになっ
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「バスで巡った
忘れられないヨーロッパ」

041

TSUBASA’s interview_ Yojiro Noda

ていたりもする。そういう相互作用があると思います。僕はどんなに美
しい観光地に行こうと、結局はその景色の中で生きる人たちの心を想像
することが好きなんです。もしもロサンゼルスに住み続けていたら、間

「 旅 をせずに 作った
初 めてのアルバム」

違いなく違う人格になっていたし、今よりずっと“陽”
な音楽をやってい
ただろうなと思います。

ーー ニューアルバム『FOREVER DAZE』は、
旅でご自身をほぐす作業をせずに作った
初めての作品ということになりますか？
そうですね。こんなに飛行機に乗らず、１か所に
とど

留まって作ったのは初めてだと思います。だから不
思議だったんです。できたものがすごく希望に満ち
た音楽になっていたので。閉塞感に満ちた現実に直
面して、光に向かっていくしかないという本能的な
渇望だったのかもしれません。

ーー 12月から始まったツアーで
楽しみにしていることは？
曲を作ることが音楽家の仕事の50％だとしたら、
それを表現して放出することも50％で重要。その
片翼を奪われていたので、おっきな会場ででっかい
音を鳴らして歌う快感を存分に楽しみたいです。ツ
アーでは一瞬一瞬を抱きしめようとするファンと僕
らの気持ちがすごく強くなるので、織姫と彦星みた
いな感覚になるんです。コロナを経験してから余計
に、実際に会うことにとても意味があると気づきま
した。久しぶりに来る人もいるだろうし、初めての
人もいっぱいいると思いますが、絶対的に楽しませ
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る自信がある。昨年は２〜３年かけて準備をしてい
たワールドツアーがすべてキャンセルになったので
必ず実現させたいし、自分が育ったアメリカでも、
いつかライブをやれたらいいなと思っています。

野田洋次郎
のだ ・ ようじろう／1985年生まれ、東京都出身。2001
年に結成、2005年にメジャーデビューを果たしたバンド
『RADWIMPS』
でボーカル、ギター、ピアノを務め、ほぼ
全作品の作詞 ・作曲も担う。映画『君の名は。』
、『天気の
子』
では音楽全般を担当した。11月23日にニューアルバ
ム『FOREVER DAZE』
をリリースし、現在「FOREVER IN
THE DAZE TOUR 2021-2022」
の真っ最中。俳優として
も活動し、映画『トイレのピエタ』
、『キネマの神様』
、連続
テレビ小説『エール』
など話題作に出演している。

『FOREVER DAZE』
昨年デビュー15周年を迎えた『RADWIMPS』
の約３年ぶり
のオリジナルアルバム。「一貫してすごく風通しのいい雰
囲気の楽曲が詰まっているので、ドライブをしたり、デー
トをしたり、旅をする時に聴いてもらえたら」
（洋次郎さん）
。

カーディガン：OUR LEGACY、シャツ：OAMC、パンツ：BED j.w. FORD
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「 ファンとの 関 係 性 は 、
織 姫 と 彦 星 みたい」

TSUBASA’s interview_ Yojiro Noda

特集

新潟

浅田家
父・
政志

息子・
朝日
母・
若奈

馬と仲よくなれる島、

高速船きららに
揺られて

粟島へ！

文・写真＝ 浅田政志
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日頃、馬車馬のように働いているせいか、
数えるほどしか家族旅をしてこなかった我が家。
家族で旅ができる時間も限りがある。
そう気づいた僕は、朝坊（息子）に「どこへ行ってみたい？」
と尋ねてみた。
息子からは「馬に乗りたい！」という、
行き先ではなくアクションで元気のよい答え。
午年生まれだからかな？
よし、分かった！ 朝坊の夢を叶えに
新潟県・粟島へ家族で Let’s Go!

は縁
日本 海

浅田政志／写真家。1979年三
重県生まれ。2020年公開の映
画『浅田家！』
のモデルとなる。
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海だよ

～

高 速 船 きらら
出港〜

ら
か
港
岩船
！
線
直
一
粟島へ
日 本 海 の 風 よ〜

高速船きららの2階デッキは特等席！

陸からゆっくりと離れ、日本海を一直線

に粟島へ向かって突っ走ります。朝坊も風に髪をなびかせながら、「出発したと
ころからこんなに離れた〜」
と興奮気味。高速船は島民の方の足でもあります。
１階では島民のおじさんがシートに横になり目を閉じていて、この体勢は船酔い
を防ぐためだそう。デッキではしゃぎ過ぎ、まんまと船酔い気味の我々です。
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粟島って？

ココ！

日本海にぽっかり浮かぶ小さな粟島には、内浦と
釜谷という２つの集落があります。見渡す限り自
然に囲まれていて、島にコンビニは０。島に１つ
の信号は、これまた島に１つの学校の前に、子ど
もたちの学習用に佇んでいます。20軒以上ある

佐渡島

新潟県

民宿では、とっても優しいお母さんたちが食べ切
れないほどたくさんのご馳走を作ってくれます。
そして、今回の旅の目当てである『あわしま牧場』
は海の真ん前にあるという、日本中探してもとっ
ても珍しい超絶景の牧場なのです。

たった１つ の 信号

23 km
島民約 340 人
島の外周約

名 物・ わっ
ぱ煮

ステイ先 は 民 宿〜

日本一（？）海に近い
牧場・あわしま牧場！
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まずはふれあい
はじ

て
めまし

教えてくれたのは
藤田知己先生

あわしま牧場

大きさに
顔が引きつる

馬のテン

はじめての対面
黒糖

お鼻を
ソフトタッチ
パクッ

えさやり

ひづめ

蹄 の手入れ

きもちええ〜

ブラッシング
きゅうしゃ

「まずはテンちゃんに挨拶してみよか？」
。綺麗な厩舎に着くと、乗馬を教えてく
ともみ

れる藤田知己先生と真っ白い馬のテンちゃんが出迎えてくれました。念願の馬と
のご対面！

感動の瞬間を収めようとカメラを覗くと、間近で見る馬の迫力に朝

坊の顔が引きつっています。けれど、さすが先生。朝坊とテンちゃんとの距離感
を、手取り足取り優しく縮めてくれるのでした。
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、
前に
。
乗馬
ン
リ グ
ハンド で 〜
や
こっち

思いこがれた、馬とのご対面
当たり前ですが、いきなり馬に乗れる訳ではありません。とくに朝
坊のように小さい子の場合は、乗る前のスキンシップがとても大切。
後で聞いたところ、藤田先生は１日目が勝負、と思っていたそうで
す。馬は優しい動物。でも、朝坊にとってはなかなか近くで接する
ことのない大きさで、一度恐怖心を抱くとそこから持ち返すのは難
しいそう。粟島には「しおかぜ留学」
という制度があり、小学5年生
から中学3年生までの児童・生徒を全国から受け入れていて、馬の
お世話をしながら島で暮らす子どもたちがいま
す。だから馬も先生も小さい子に慣れていて、
初めての乗馬にはもってこいの場所なのです。
一日が過ぎるのはあっという間。明日に備え民
宿でゆっくりしようと思ったら、久しぶりにお
馬さんごっこをせがまれ、夜遅くまでイメージ
トレーニングに付き合う羽目になりました。
050

民宿で猛練習！

い

わ～

い
に
お
い
～

わっぱ煮と、
フォトフレームと
乗馬のほかにも粟島を満喫せねば！ というこ
とで、港からすぐの『食堂あわしま屋』で腹ご
しらえ。漆塗りのわっぱに、磯魚と味噌を入
れてお湯を注ぎ、真っ赤に焼いた熱々の石が
入った島の郷土料理、「わっぱ煮」
をいただきま
した。魚をふ～ふ～しながら食べると元気100

粟島の

ラキラ
貝 殻 〜キ

倍！ 午後からは、写真家として衝動に駆られ
フォトフレーム作りも体験。粟島の浜で採れた
貝殻で、世界に一つだけのフォトフレームが完
成です。さて、どんな写真を入れようかな？

個性
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がで
るな

〜

いよいよ乗馬
あわしま牧場

お掃除

タマユキ、
朝坊
だよ～

ご挨拶

手綱の
使いかたを練習
左側から

これは

よっこいしょ！

ブレーキや〜

夢にまで見た乗馬の日。今日はテンからタマユキに
バトンタッチ。先生が乗馬をわかりやすく自転車に
喩えて説明してくれます。「歩いてくださいという
ペダルの役割、こっちに行ってというハンドルの役
割、止まってくださいというブレーキの役割もあり
ます」
。なるほど！

自分の手足を使い手綱を通し

て馬と意思疎通を図るんだね。うまくできるかな？
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！
て
み
みて
～
よ
た
のれ

馬のあたまって
かわええな〜
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タマユキの足音
と波の音
教わったばかりの朝坊の合図で、タマユキが
ゆっくりと歩き出しました。人生で初めて乗
馬した朝坊の第一声は「あわあわわ～」
。もう
言葉にならない様子です（笑）
。「背筋伸ばし
て前を見て」
「そうや、上手や！」
。隣で一緒
に歩いてくれる先生がとにかくのせ上手。怖
気づいていた若奈も先生にのせられて、家族
揃って乗馬選手になった気分です。耳を澄ま
すと、タマユキの足音と粟島に打ちつける波
の音が合わさり心が洗われます。こんな特別
な経験を家族でできるなんて……。もう至福
き・気配り・思いやり”
だそう。それらは馬に
対して人が大切にするべきことで、「これは
人間関係にも通じるものなんですよ」
と最後
に教えてくださった。僕たち家族にとって、
粟島で教わったことを生活の
中でどのように生かすかが大
切だな、そんなことを思いま
した。テン、タマユキ、大き
くなった朝坊をまた連れてく
るからね。
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もうす
っかり
、
お馬さんと
おともだち〜

です。藤田先生の掲げる乗馬三条件は“気づ

旅と写真は“馬があう”ね！

旅から戻り、粟島で作ったフォトフレームにお気に入りの写真を入れました。旅での大切な思
い出を写真に残しておけば、
これからもこの時間をずっと身近に感じることができそうです。

粟島

粟島への翼
新潟空港

新潟県
新潟県

粟島へは各地から
ANA便で新潟空港へ。
岩崎港から粟島へは高速船で約60分。
※運航状況は変更になる可能性がございます。
最新の情報はANAウェブサイトをご確認ください。
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行き方を調べる

旅でお土産に
したいもの 第 10 回

文＝ 石田エリ
写真＝ 福田喜一

パイ 生 地 に
く るみ 風 味 の 白 餡 が
包 まれ た 欧 風 菓 子
『三万石』のエキソンパイ

1992年生まれ。モデル、写真、

おしえてくれる人

ラジオパーソナリティなど、活

モデル

動は多岐にわたる。また、エッ

前田エマ さん

セイの連載を多数手がける。
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我 が家には、私が小さな頃か

らずっと定番のお菓子があります。
しっとりとしたパイ生地の中に、ほ
どよい甘さの白餡とくるみが入った

パイがほどけて、

甘いくるみの餡が

口いっぱいに広がります

「エキソンパイ」というお菓子です。
くるみの食感の楽しさとバターの香
りがたまらなくて、冷蔵庫で冷やす
と餡が硬くなり、また別の美味しさ
が味わえます。私は牛乳と一緒に食
べるのが好きで、子どもながらに洋
風のパッケージもお気に入りでした。
祖母の故郷が福島県の大熊町で、
ここは原発事故で帰れない場所と

なってしまいました。私は幼かった
こともあり、事故前の福島での記憶
があまりありませんが、我が家に
とって「エキソンパイ」は数少ない
“変わらない福島”
なのです。大人に
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『三万石』を

る、家族をつなぐお菓子です。

代表する

寄せて祖母と一緒に食べることもあ

銘菓といえば、

赴くと必ずお土産として買い、取り

「ままどおる」

なった今では、親戚に会いに福島へ

石』
といえば、今や東京でも手に入
るようになった「ままどおる」
が有名
だが、福島県民の間では「エキソン
パイ」も「ままどおる」に並ぶ福島銘
菓として愛されている。

福島県

三万石 郡山本店
福島県郡山市駅前2-2-13
tel. 024-932-1661
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洋 風 なのか 和 風 なのか 、
どこか 曖 昧 な 感 じ も
好 き な ところ

福島県郡山市の菓子メーカー『三万

第

178 回

東京都江東区
豊洲市場『銀鱗文庫』

きょ う こ

事務局長

さん

※許可を得て、撮影時のみマスクを外しています。
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文＝ 阿部直美
写真＝ 阿部 了

リュックを背負った自分の姿を見ると、何しに来
てるの？ って思っちゃうわよ。中身はお弁当2つな
ぎんりん

に着いたら、まず朝ご飯を
の。朝8時頃『銀鱗文庫』
食べます。おにぎりをレンジでチンして、常備して
のり

ある海苔を巻いてね、あとは焼き鮭とかトマトとか
さっぱりしたもの。でね、食べ終わったら、やお
ら長靴に履き替えて仲卸棟へ魚を買いに行くわけ。
はまちょう

で包丁を借りて、買った魚をその場で三枚に
『濱長』
おろしちゃう。昼は、毎日野菜スープです。おかず
は、魚が多いわね。今日はイワシのかば焼きと、で
たらめ筑前煮を入れてきた。帰りは弁当箱は空なの
に、買った魚と氷でリュックがまた重いのよ。
3年前、夫をガンで亡くしたんです。がっくりき
ちゃってね、料理する気が起こらなかった。それま
での私は、夫のために料理を作ってたのよね。でも
外食ばかりしていたら嫌になってきて、自分のため
に料理したら、あら楽しいわって元気が出てきたの。
それで、お弁当も持ってくるようになったんです。
みやこのじょう

出身は、宮崎県の 都城 。三姉妹の一番上でね、
子どもの頃食堂ごっことかすると、私がいつも料理
長役だったの。妹二人を助手にして、鍋洗わせたり

061

062

茶碗拭かせたりしたもんだから、未だに「姉さんは
ずるかった」
って言われます。母の手伝いが好きで、
サンマを焼く時は率先してやりましたよ。夕暮れ時、
庭に七輪を持って行ってしゃがみ込んでね、炭がだ
んだん赤くなったら焼き網を載せてじゅうじゅう焼
くの。あの時間が好きだった。私、昔から魚が好き
なのよね。当時読んだ少女小説に、お金持ちのお嬢
様の弁当にはハンバーグや卵焼きが入ってて、貧乏
な子の弁当にはメザシだけ、ってあったんだけど、
私はメザシのほうがいいのに、って思ったもの。
大学進学で上京して、出版社に就職しました。
『婦人画報』
って雑誌の料理ページを担当したんです。
結婚後は、フリーで編集をしてたの。ある時、イタ
リアンの落合務シェフの本を作ったんだけど、その
縁で彼が懇意にしていた『濱長』
にちらし作りを頼ま
れたんです。それで築地市場に通ううちに、男前な
さば

世界が好きなもんだから、自分でも魚を捌 きたく
なっちゃった。包丁揃えて「働かせてください」っ
かし

て、ほとんど押しかけよね。河岸は特殊な世界だし、
私も20代だったら泣いてすぐに辞めていたと思う。
でも45歳で自分のダメさ加減なんて重々わかって
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るし、何言われても一晩寝れば忘れちゃうわけよ。
とくしゅもの

すしだね

てんたね

濱長は特種物って呼ばれる寿司種や天種を扱う店
ねえ

でね、裏で必死に魚を捌いてると「姐さん、包丁は
そっから入れないほうがいいよ」
とか仕入れにきた
お客さんがいろいろ教えてくれたの。それでね、か
んぴょう巻きとかコハダ寿司とかを「後で食えよ」
っ
て差し入れてくれたんです。冬、河岸は寒いでしょ。
お寿司のご飯が冷たくてぼろぼろしてるんだけど、
おい

空きっ腹にこれが美味しかったのなんのって。
築地市場内にあった銀鱗文庫は、当時の私にとっ
て天国だったんです。それまで古本屋で買ってた魚
関係の本が、全部揃ってる。仕事が終わると入り
浸ってましたよ。戦前から、河岸で働く若者たちは
『銀鱗』
っていう機関誌を発行して、小説や詩を発表
していたんです。その後「河岸に図書館が欲しい」
っ
て誕生したのが銀鱗文庫です。私が濱長を辞めてこ
こを引き継いだのが10年前。仲卸の方がゴミ箱に捨
てようとしてた昔の写真や文書を、「ちょっと待っ
た」
っていただいたりして、市場の草創期の貴重な資
料を収集してきました。私、資料フェチなのよ。こ
れを次世代に繋げるのが、私の一番の仕事です。
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ふたつの
絶景

第

10 回

ペリト・モレノ氷河
066

南米大陸の南緯40度以南に位置するパタゴニア。
最南端の村にはこんなふうに書かれた看板がある。
「Fin del Mundo（世界の果て）」と。
最果ての地に広がる荒涼とした大地と美しく輝く
巨大な氷河、そして吹き荒れる風。
そこに行けばきっと、原始の地球と出合えるだろう。
写真・文＝ 上田優紀

ペリト・モレノ氷河
アルゼンチンの都市、エル・カラファテから
車で約2時間。世界で3番目に大きい氷床、
南パタゴニア氷原の中で最も有名な氷河のひ
とつ、ペリト・モレノ氷河が見えてくる。光
を受けた氷は鮮やかな青色に発光し、信じら
れないほど美しい。
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の氷河と風

パタゴニア

ロス・グラシアレス国立公園

068

どうもう

ゴォと音を立てて風が吹く。それは獰猛な獣のように
力強く、山々を駆け抜け、氷河を滑って、氷原を歩く
僕に激しくぶつかった。大地にしがみつかないと吹き
飛ばされそうになる。この地の名はパタゴニア。冒険
家たちはあまりの風の強さに“嵐の大地”
と呼ぶ。氷河
に太陽の光が降り注ぐと、驚くほど青く染まっていっ
た。何万年という時間をかけて圧縮された氷は不純物
を吐き出し、このような美しい色に輝くのだ。その時、
僕は氷河が持つ悠久の時間を眺めていたのかもしれな
い。突然、目の前で巨大な氷塊が爆音を立てて崩落し
た。崩れた氷は湖へ流れ、雲になって、雪としてまた
大地に降り積もる。そして再び氷河になるという。再
生を繰り返す生きた氷河の音と激しく舞う風の音。世
界の果てには地球の鼓動が鳴り響いていた。
上田優紀／写真家。旅や自然風景をテーマに

ロス・グラシアレス国立公園

南米大陸を縦断するアンデス山脈の南端にロス・グラ
シアレス国立公園はある。国立公園内には50近くの
氷河が点在し、夏になると高さ60mにも及ぶ氷の壁
ごうおん

が轟音とともに崩落する風景を見ることができる。

世界中で撮影を行う。2021年エベレスト登頂。

069

鼓動が鳴り響いていた

世界の果てには地球の

川口市編
東京・北参道編
ウマイもんは
食いしん坊な
仲間に聞くが吉。

文 せ
せき
きし
しろ
ろ
=
写真 長
長
野陽
陽一
=野

お墨付き
グルメ

お粥好きだよね？
かなり好きです

ではお薦めの店があるよ
070

第7 回

『香港ロジ』の

私

は子どもの頃からお粥が好きで、「毎日３食お粥だった
らいいのになあ」
と常日頃考えていたが、それは夢のま

た夢だった。当時お粥は風邪をひいた時など体調の悪い時に食
べるものという認識があって、いつでも食べられるものではな
かった。やがて一人暮らしを始めてからもほとんど自炊するこ
とはなかったために自分でお粥を作ることはなかった。たまに
ホテルに泊まった時の朝食バイキングでお粥がある時は喜び勇
んでひたすら食べたものだった。十数年前、お粥が食べたいと
ことあるごとに口にしていた私を、担当だった編集者がある店
に連れて行ってくれた。それが当時渋谷桜丘町にあった『香港
ロジ』
だった。その時初めて私は中華粥を知り、中華圏では身
近な食べ物であることを知った。その後渋谷の再開発で店舗が
移転し、後を追うように私も北参道へと行くようになった。
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３食お粥 だったら

お粥

私

にとって馴染みのあるお粥は米の形が残っているタイプのもの
であったが、『香港ロジ』
のお粥は原形がほぼなくなるまで煮込

まれたタイプであり、それが香港のお粥である。そのため口に入れた
時にはお米の食感はわずかである。ただ、その分身体に染み込んでい
とてつ

く感覚が途轍もなく心地よく、そのスピード感がたまらない。体内へ
と優しさが広がっていく気がする。いや、きっと広がっているのだ。

広がる優しさ

とろ
じゅ とろ
わ〜 、

お

粥の種類はいくつかあり、今回食べたのはホタテと
エビとイカの海鮮粥である。この組み合わせでおい

しくないわけがなく、結果、休むことなく一心不乱にレン
ゲを口へと運ぶことになる。時折レタスのわずかな苦味が
よいアクセントになり、レンゲの動きが止まることはない。
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そ

してお粥と一緒に注文した揚げ
パンである。これをお粥に浸し

て食べる。日本では馴染みのないスタ
イルだが、これがまたよいのだ。味噌
汁に油揚げを入れるような、素うどん
に天かすを入れるようなそんな感覚を
思い出す。こちらもよいアクセントと
なり、うっすらと汗をかきながらあっ
という間に完食となった。
店を出て駅まで歩く。古い建物と最
近のデザインが調和した街並みを見な
がら、『香港ロジ』
の「ロジ」
は「路地」
で
あることを改めて思い出す。さて、次
来た時は何を食べようか？
ラ ン チ で 人 気 の「黒 酢 す ぶ た
セット」は甘酢ダレでご飯が進む。
「ご飯もおいしいでしょ。こだわっ
ているからね」
とオーナーの林さん。

せきしろ
北海道生まれ。作家、俳人。
著書に『その落とし物は誰かの形見かも
しれない』
（集英社）
ほか。

ところでロジってどういう意味？

路地ってことだよ
へえ。なんか香港の風景が浮かぶね
香港ロジ原宿店

行き先を調べる

東京都渋谷区神宮前2-19-15
tel. 03-3403-9776
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女性バーテンダーがもてなす
カクテルの世界へ、
ようこそ！

早川パオ 芳文社

まどろみバーメイド

10

©早川パオ／芳文社

描写が話題で、テレビドラマ化もされた。『週
刊漫画TIMES』
にて不定期で連載中。
photographs : Ayumi Yamamoto
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超絶名場面は

のイラストレーターによる美しい絵柄やお酒の

次のページへ！

女性バーテンダーたちと繰り広げる物語。気鋭

文＝ヒャダイン

神出鬼没の屋台バーを営む主人公・月川雪が、

Page 66

3
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屋台バーに偶然入ったお坊さんに、お酒とわかりにくいカクテルを勧めるシーン。主人公

が持つカクテルの知識、お酒にまつわる背景知識の紹介も魅力の一つ。飲んでみたい！

フェイク より

第17話

3

ステア〟だけでも難し
“

いんですね。たまには贅沢して、ホテルのバーで思う存分飲みたいと思わせてくれるシーンです。

５つ星ホテルのバーで働く友人バーテンダーの日常。お酒を棒で混ぜる技法

Page 128

第20話

異端児 より

マーベリック
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振る舞う女性バーテンダーを中心とした物語
が、『まどろみバーメイド』
です。さて、皆さ
んは、「カクテル」
と聞いて何を思い浮かべま
すか。メニュー表がないバーでバーテンダー
に直接オーダーをし、シェイカーで混ぜて冷
やされたカクテルがグラスにトクトクと注が
れる……。そんな大人のイメージがありまし
た。21歳の時に勇気を出して地元のバーに
入り「グラスホッパー」
を頼んだことを懐かし
く思い出しました。

ともあるカクテルですが、この作品を読むと、
カクテルを作るバーテンダーの仕事は「技術」
であり「芸術」
でもあるということがわかりま
す。主人公が振る舞うカクテルのアイデアに
も驚かされますし、カクテル作りを通して人
と人が繋がり物語が展開していくのがとても
気持ちいい作品です。そして何より、描かれ

バーテンダーの仕 事は
技 術であ り芸術

「お酒を混ぜているだけ」
と勘違いされるこ

るお酒がおいしそう！ 「カクテル道」
に入門
したいなぁ〜！

ヒャダイン／音楽クリエイター。京都大学卒業。多くのアーティ
ストへ楽曲を提供し、自身もタレントとして活動。初の著書『ヒャ
ダインによるサウナの記録 2018～2021』
（白夜書房）
が発売中。
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ぁ〜！
に入門したいな
「カクテル道 」

「カクテル道 」を 追究し
客に合った一杯 を

「カクテル道」
を追究し、客に合った一杯を

どうぶつかくれんぼ
Animal Hide-and-Seek 动物躲猫猫

こたえは
119ページ

Answer on page 119
答案见119页
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10匹いるよ
Find all 10!
有10只哦

ANAオフィシャルカレンダー
「Welcome Aboard」2022年版の旅先を、
ANAの社員ナビゲーターがご紹介します。

1

JAN

今月の
ANAカレンダー

富士山（羽田空港または富士山静岡空港から車で約2時間〜2時間半）
今月は私が
担当します

月のロケーションは

静岡県

1

今月のナビゲーター

櫻井旅客係員
出身地：静岡県
趣味：ピアノ
一番好きな観光地：オーストラリア

歳を重ねる度に見る景色や感じ
方が変化していくことが旅の面白
さであり、人生の一ページを彩っ
てくれる素敵な思い出です。穏や
かな人々やお茶の香りでホッと心
を癒しに、ぜひいらしてください。
“しぞーか”に行かまい！

カレンダー特設ウェブサイトへは
QRコードから！
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毎月29日は
ANAにキュンの日！

はままつフラワーパーク（浜松市）

動物園が
隣接します

# 櫻井旅客係員オススメスポット
浜名湖畔の自然の地形を活かして造
られた植物園。敷地内には3つのト
レッキングコースがあり、季節の
花々を見て、香りを味わいながら歩
くことができます。

静岡おでん
心も体も
温まって！

# 櫻井旅客係員オススメグルメ
だし

静岡おでんは鰹と昆布の出汁に加え
て、牛スジから取った出汁に、濃口
醤油を使います。出汁が黒く、味が
濃いかと思われますが意外にあっさ
り。静岡県民はおやつでも食べます。
掲載地のおトクな情報や「キュンの日」の詳細は
カレンダー特設ウェブサイトをご覧ください。
来月は、オーストラリア・パース！
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ANA TOMORROW
ANAがお届けする未来への挑戦

1

Januar y

昨年、3年ぶりに機内の「安全ビデオ」と「降機ビデオ」をリニューアルしました。
様々な職場の社員が出演し、安全に関する情報をお届けしています。
写真＝ 阿部雄介

機内の安全ビデオ
を刷新しました

今月のチャレンジャー
いわなが

りょう

岩永 亮

A N A CX推進室CX戦略部
所 属 。 ANAグループのブラ
ンドマネジメントに 携 わ る 。
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Challenge

年11月にリリースした「安全ビデオ」と「降機ビ

昨 デオ」はご覧いただけましたか。お客様に安心・
安全にご搭乗いただける機内を直接ご案内したいと、
ANA社員自らが企画・撮影・編集を手掛けました。前回
が歌舞伎をテーマにした内容で話題だっただけに、非
常に大きなプレッシャーでしたが、とにかく「お客様の
視点」
に立ってお伝えしたいと、社員がリレー形式で出
演。実際の運航で使用する機材で撮影し、安全に関わる
さまざまなシーンを再現しました。また仮編集の際に
は 、「機内の安全に関して不安を与える描写がないか」と
いう視点で内容を再考。国内外の関係者から50以上の
しゅうれん

フィードバックをいただき、収斂させていきました。

左／空港での駐機時間を利用
し、実際の機内で撮影。
下／適切な表現かどうかを
チェック。

安全ビデオ

降機ビデオ
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初めて、社員がリレー形式で出演

岩永の

多言語に加え手話を採用しました

岩永の

Take off!
作を通し、当たり前のように思える安全は、複数の

制 専門チームが何十年もかけて積み上げてきたものと
実感しました。だからこそ、安全に関わる情報を確実に、
そしてより多くのお客様にお伝えしたい。そのため、「安
全ビデオ」には22か国語の字幕対応に加え、2種類の手話
を採用しています。そして、字幕や手話に加え、社員の動
きや物の配置がきちんと見えるよう、背景の色やサイズな
ども最後まで調整しました。また「降機ビデオ」では、安
心・快適な空の旅を実現するため、日々業務に当たってい
る社員の姿をご紹介しています。ぜひ併せてご覧ください。

酸素マスクや救命衣の使い方、脱出スライドの滑り方など、すべて社員
とその子どもが再現し、ユニバーサルの視点を多く取り入れながらご説
明しています。イラストを加えて分かりやすさを追求しました。
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岩永の

事一筋になると、どうしても視野が狭くなってしまい

仕 ます。だからこそ、オフには趣味の映画に没頭し、「他
人の人生」
を借りて視野を広げています。街歩きも好きですね。
アンテナを張って情報収集すると、さまざまなことに気づくん
です。買い物をしながらも、「なぜ、この商品がここに置いて
あるんだろう」
と「問い」
を立ててみると、世界が広がって見え
てきます。色々な発想を皆で出し合えるANA。その一員とし
て、お客様を想ってアクションを起こせるよう、アイデアを生
み出すトレーニングを続けています。
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お客様を想ってアクションを

私の﹁挑戦」への原動力

1

オフに視野を広げる

2

日常にアンテナを張る

「問い」を立ててみる

3

TOMORROW

ANA GROUP INFORMATION

01

【 運賃 】

早めのご予約がおトク！「ANA SUPER VALUE」発売中！

355日前からご予約可能なANAの国内線割引運賃「ANA SUPER VALUE 」の
ご利用で、旅行やビジネスをもっと便利に！ この機会にぜひご利用ください。

「ANA SUPER VALUE 28」運賃例

2022年1月29日（土）～3月26日（土）ご搭乗分

路線

運賃額

東京（羽田）─ 札幌（新千歳）

10,500円 ～ 28,600円
8,400円＊1 ～ 16,300円

東京（羽田）─ 大阪（伊丹・関西・神戸）
東京（羽田）─ 福岡

11,600円＊2 ～ 29,600円

大阪（伊丹・関西・神戸）─ 札幌（新千歳）

9,200円＊3 ～ 33,400円

大阪（伊丹・関西・神戸）─ 沖縄（那覇）

9,500円＊4 ～ 33,900円

福岡 ─ 沖縄（那覇）

17,900 円 ～ 27,300円

＊1 8,400円は関西発羽田着のみ、 ＊2 11,600円は羽田発福岡着のみ、 ＊3 9,200円は関西発新千歳着、新千歳発関西着のみ、
＊4 9,500円は那覇発 伊丹着のみの設定となります。
※上記各路線の運賃例は、2021年11月19日現在の運賃額を記載しています。同一区間同一搭乗日であっても、便によって運賃額が
異なる場合もあります。ご利用日によっては、ご予約いただける最も安い運賃額が記載例と異なる場合があります。 ※一部の期間・
路線・便において設定のない場合があります。販売座席数には限りがあり、運賃ごとに発売期間が異なります。 ※空席予測数に連
動して運賃額が変動します。空席予測数は変動するため、ご予約のタイミングによりご予約・ご購入可能な運賃額が異なる場合があ
ります。 ※航空券ご購入後のご予約変更はできません。 ※航空券ご購入後の取り消しに際しては、所定の取消手数料および払戻手
数料が必要です。 ※払戻手数料については、１区間につき440円が適用となります。 ※運賃額・ご利用条件はお断りなしに変更する
場合もありますのでご了承ください。 ※運賃額は、ご購入手続き時点で有効な金額が 適用されます。航空券ご購入後にご利用便の
運賃額に変更があった場合、差額の収受または払い戻しは行いませんのであらかじめご了承ください。 ※上記運賃額には「旅客施
設使用料」は含まれていません。「旅客施設使用料」の対象空港・料金額など詳しくは、ANAウェブサイトをご覧ください。

その想いと、
飛び立つ。

詳しくはANAウェブサイトをご覧ください。
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ANA
SUPER
VALUE

ANA GROUP INFORMATION

02

【 ANAトラベラーズ／国内旅行 】

北海道・東北・新潟 スキー＆スノーボードプラン

おトクな特典付きの専用パッケージツ
アーや、旅程を自由に組める「ダイナミッ
クパッケージ」ではスキー＆スノーボード
プランを発売中。ルスツ・ニセコ・富良野・
あっぴ

キロロ・トマム・サホロ・蔵 王・安 比・
苗場など人気エリアでお楽しみください。

北海道・富良野スキー場

「旅ドキ スキー＆スノーボード北海道」
▶ 設定期間：2021年12月1日（水）～2022年3月29日（火）出発
▶ ツアー代金の一例：大人お一人様38,500円～183,300円

（新富良野プリンスホテルステイ3日間／羽田発着／往復基本フライトご利用の場合）

詳しくはANAウェブサイトをご覧ください。

03

北海道

東北・新潟

【 国内旅行 】

「ANA誘遊四国キャンペーン」実施中！

ANAでは、ANA四国発着便を往復利
用する対象旅行商品をお申し込みの方に
「誘遊四国キャンペーン」を実施していま
す。1月からはレンタカーのガソリン満タ
ン返し不要サービス、小豆島のタクシー
周遊プランが追加されるなど、さらに内
容が充実。旅のご予定に合わせた移動手
段で、四国周遊をお楽しみください。

高知県・仁淀川

▶ 期間：2021年10月1日（金）～2022年3月31日（木） ※期間により実施内容が異なります。

詳しくはANAウェブサイトをご覧ください。

誘遊四国
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ANA GROUP INFORMATION

04

【 ニュース 】

持続可能な社会の実現に向けての取り組み
〜空港カウンターでのビニール袋のご提供を終了〜

2050年度までに資源類の廃棄率ゼロ
を目指し、昨年10月をもって、空港カウ
ンターでの手荷物梱包用のビニール袋の
ご提 供を終了しました。これにより、空
港物品における使い捨てプラスチック使
用量を年間約94トン削減＊します。ANA
グループは「ANA Future Promise」のス
ローガンのもと持続可能な社会の実現を
目指し“脱プラスチック”に取り組みます。
＊ 2019年度実績に基づき算出。

詳しくはANAウェブサイトをご覧ください。

※ベビーカーならびに車いすは、お客様ご自身の移動手段を保
護するため、梱包用のビニール袋のご提供を今後も継続します。
車いすについては、リユース可能なカバーも併用します。

詳細

ANA
Future
Promise

ANA GROUP INFORMATION

05

【 キャンペーン 】

モバイルアプリサービス「ANA Pocket」
リリース記念キャンペーン実施中！

この機会にぜひご利用ください。

航空移動だけでなく、徒歩・電車・自
転車・自動車などいつもの移動でポイン

「ANA Pocket」３つの魅力

ト・マイルが貯まる、スマートフォン利用
者のための新しいモバイルアプリサービ

1.日常生活での移動でポイントを獲得

ス「ANA Pocket」
。サービス開始を記念

2.ゲーム感覚で楽しめる仕掛けが満載

して、各種キャンペーンを実施します。

3.健康やエコな習慣づくりをサポート

「ANA Pocketリリース記念

5,000ポイントプレゼントキャンペーン」

対象期間中に「ANA Pocket」アプリをダウンロードすると、もれなく「ANA Pocket」内のガチャで
使用できるPocketポイントを5,000ポイントプレゼントします。
▶ 対象者：「ANA Pocket」をダウンロードされた方全員
▶ 対象期間：2022年1月31日（月）23：59まで

「ANAカード会員限定初月無料キャンペーン」
通常550円（税込）の「ANA Pocket Pro」サービスの月額料金が初月（入会月）無料になります。
▶ 対象者：A NAカード会員かつ、初回お支払い時にキャンペーンコードを入力された「ANA Pocket
Pro」メンバーの方

▶ キャンペーン参加方法：

「ANA Pocket Pro」メンバーにご登録後、お支払い画面でキャンペーンコード（2XKTS2U1）を入力

ANA
Pocket

詳しくはANAウェブサイトをご覧ください。
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【 ANAマイレージクラブ会員限定／ニュース 】

『PEANUTS』がANAショッピング「A-style」に登場！

ANA公式通販サイトのANAショッピング「A-style」にて、1月10日（月）10：00
より『PEANUTS』のおなじみのキャラクターたちをデザインしたグッズを販売しま
す。またANAマイレージクラブアプリでは、1月10日（月）9：59まで先行販売を行い、
アプリ購入特典として3倍マイルをプレゼントします。この機会にぜひご購入ください。

1

2

3

4
5

1 トートバッグ
M：H37×W32×D11.5／3,200円
L：H41×W45×D16.5／3,980円

2 タオルハンカチ 3,000円
H28×W28／綿100％

3 クッション 3,300円
H32×W53／ポリエステル100％

ANA STORE@SKY 販売商品

4 ダブルジップポーチ 3,000円
H11×W16×D5／ポリエステル100％

5 西川製ブランケット 4,400円
H70×W100／ポリエステル100％

トートバッグ 3,200円
M：H37×W32×D11.5

※商品はすべて税込み価格、サイズはcmです。ANA STORE@SKY 販売商品のみ、「A-style」での取り扱いがありません。

ANAショッピング
A-style

詳しくはANAウェブサイトをご覧ください。
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【 ANAマイレージクラブ会員限定／ニュース 】

「ANAのふるさと納税」エリア別特集 沖縄県

日本最大の国内線ネットワークを持つ
航空会社として、寄附先の自治体へ実際
に足を運んでいただきたいという想いを
込めてスタートした「ANAのふるさと納
税」
。寄附額に応じてマイルが貯まります。
今回は、グルメと観光の魅力があふれ
る「沖縄県」を特集します。名産品のおい
しいマンゴーやアグー豚に加えて、県内
のホテル宿泊券など、選ぶことが楽しく
なる豪華な返礼品ばかりをご用意しまし
た。この機会にぜひ、ご利用ください。
ANAの
ふるさと納税

詳しくはANAウェブサイトをご覧ください。
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【 ANAマイレージクラブ会員限定／ニュース 】

要参加登録！ マイル・ANA SKY コインの有効期限を延長

ANAでは、対象期間に有効期限を迎
えるマイル・ANA SKY コインを3月31日
（木）まで再延長します。
すでに参加登録されたお客様は、新た
な参加登録は不要です。ご登録がお済み
でないお客様は、この機会にANAウェブ
サイトよりご登録ください。
▶ 参加登録期間：2 020年11月17日（火）～2022年2月28日（月）

▶ 対象になる有効期限：2021年3月31日（水）～2022年2月28日（月）
▶ 再延長になる有効期限：2022年3月31日（木）

詳しくはANAウェブサイトをご覧ください。

詳細
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ANA GROUP INFORMATION
【 ANAマイレージクラブ会員限定／ニュース 】

09

ANAプレミアムメンバーサービス
新たなステイタス獲得条件と特典のご案内

ANAプレミアムメンバーサービスに新

ビス」メンバーのお客様に、通常特典に

たなステイタス獲得条件と特典が加わり

加え、さらに2つの特典をご提供します。

ます。プレミアムステイタスを獲得し、特

●

別なサービスをお楽しみください。

レート（2倍）で交換。
●

1

マイルからANA SKY コインへ 特 別

日常生活でのご利用分も
ステイタス獲得の対象に

ANAカードファミリーマイルに登録の
ご家族には「ダイヤモンドサービス」を
プレゼント。

飛行機のご利用による獲得プレミアム

3

ポイントに加え、これからは買い物など
日常生活での対象サービスをご利用いた
だくと、ステイタス獲得やランクアップに
つながります。

ライフソリューションサービス
ボーナスマイル

プレミアムメンバーおよびスーパーフラ
イヤーズ本会員のお客様は、対象のライ
フソリューションサービスのご利用によ

2 「ダイヤモンドサービス」+More特典

りマイルが通常の3倍積算されます。

ライフソリューションサービス をより
＊

多くご利用いただいた「ダイヤモンドサー

＊ 飛行機のご利用以外に、買い物など生活におけるサービス
の総称です。

▶ 適用開始日： 1 2 2021年12月16日（木）～

詳しくはANAウェブサイトをご覧ください。

3

2022年4月ご利用分〜

詳細
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【 ニュース 】

10

「TUBE × ANA Cheer Up 2021」
世界自然遺産登録後の西表島の自然を守る活動

2021年10月、TUBEの ボーカル、前
のぶてる

田亘 輝さんとANAグループのコラボレー
ション企画「TUBE × ANA Cheer Up
2021」の一環で、昨年7月に世界自然遺
いりおもてじま

産に登録された沖縄県の西 表島を訪れ、
島西部地区のビーチクリーンや絶滅危
惧種のイリオモテヤマネコ保護の活動を
地元の方々と行いました。
西表島の生物多様性の保全のために

今回の訪問では、環境省西表自然保
護官事務所の指導のもと、イリオモテヤ
マネコの「ロードキル防止」に向けた取
り組みとして、交通事故が多発する道路
の草刈りを行って視認性をよくし、ドライ
バーに向けて注意喚起を行いました。ま
た、NPO法人西表島エコツーリズム協会
とともに、島西部の海岸に漂着、散乱し
たペットボトルやプラスチック類、発泡ス
チロール、漁具などを拾い集めました。さ
らに滞在ホテルでは、プラスチックごみ
を減らすため、ペットボトル飲料の販売
をやめ、ゲストへのマイボトルの持参を
推奨するなど、島全体で行われている自
然環境保護の取り組みも視察しました。
ANAグループはこれからも、生物多
様 性 保 全 の 活 動を推 進 するとともに、
SDGsの達成にも貢献していきます。

沖 縄 県・西 表 島 の 自 然 環 境 保 護 活 動 をする 地 元 の 方 々と
TUBEの前田さん。写真上はイリオモテヤマネコの「ロードキル
防止」に向けた草刈り、写真中央は西表島西部の海岸でのビー
チクリーン、写真下はネイチャーツアーでの様子。
※協力：環境省西表自然保護官事務所、NPO法人西表島エコ
ツーリズム協会、
『星野リゾート 西表島ホテル』

詳しくはANAグループウェブサイトをご覧ください。
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西表島ホテル
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BULLETIN BOARD
「ANAあきんど」が全国各地のご当地ニュースをピックアップ

北海道

東京都

神奈川県

「キャベツ天丼」

「早春の東京諸島」

「空から横浜散歩」

南幌町の源泉かけ流し

早 春 の東 京 諸 島では、

みなとみらいにオープ

天然温泉で癒され、特

大島・利島の椿や八丈

ンした 循 環 式 ロ ープ

産のキャベツのかき揚

島のフリージアが見頃

ウェイ「YOKOHAMA

げを載せた大容量「キャ

を迎えます。暖かい島

AIR CABIN」
。地 上 約

ベツ天丼」をお召し上

に咲き誇る季節の花々

40mからの眺めは、ま

がりください。

を楽しんでみませんか。

さに空中散歩です。

なんぽろ温泉
ハート＆ハート

（公財）
東京観光財団

神奈川県
観光課

☎011-378-1126

☎03-5579-2682

☎045-285-0812

新潟県

福井県

京都府

「越後つばめの天神講」

「めがね引換券」

「北色・KITAIRO」

学問の神様・菅原道真

ふるさと納税の返礼品

まだ見ぬ自分と出会う

公の命日を偲び、色鮮

「めがね引換券」が今年

旅。福知山市の体験型

やかなお菓子をお供え

より全 国42店 舗 で 利

観 光プランをご用意し

します。それを食べると

用 可 能 に な りました。

ました。福知山ならでは

勉強ができるようにな

“あなたに似合う一本”

の自然、景 色、文化を

るといわれています。

とお引き換えください

お楽しみください。

燕市商工振興課

鯖江市財務政策課

福知山市
産業観光課

☎0256-77-8231

☎0778-53-2220

☎0773-24-7076

※イベント情報は変更になる可能性があります。
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BULLETIN BOARD
「ANAあきんど」が全国各地のご当地ニュースをピックアップ

兵庫県

和歌山県

愛媛県

「劇場型アクアリウム」

「天空の聖地 高野山」

「飛鳥乃温泉

アクアリウムとアートが

弘法大師空海が開いた

インスタレーション」

融合した新感覚の都市

世界遺 産・高野山。天

写 真 家・映 画 監 督 の

型水族館。舞台のワン

空の聖地 高野山へは

蜷 川 実 花 さん に よる、

シーンに入り込んだよ

観 光列 車「天 空」でお

花の写真で床や壁を装

うな空間で、様々な生

越しのうえ、荘厳な雰

飾した作品。2024年2

きものと出逢えます。

囲気をご体感ください。

月末まで公開中です。

にながわ

みか

AQUARIUM×ART
átoa

南海電気鉄道
株式会社

道後温泉事務所

☎078-771-9393

☎06-6643-1005

☎089-921-6464

佐賀県

大分県

沖縄県

「いちごさん」

「大分ふぐフェスタ」

「今帰仁グスク桜まつり」

ぶんごすいどう

佐賀県の新しい品種の

豊後水道の荒波にもま

日本一早く桜が開花す

「いちごさん」は、凛とし

れて育ったふぐのラン

る沖 縄 県。世界 遺 産・

た美しい色と形、華や

チ（3,000円）を1月29

今 帰 仁城 跡で1月下旬

かでやさしい甘さ、果

日～ 2月12日にご提供。

から桜まつりを開催し

汁の瑞々しさが特徴で

ふぐづくしの逸品をお

ます。夜桜とライトアッ

す。ご賞味ください。

楽しみください。

プをお楽しみください。

佐賀県流通・貿易課

大分ふぐ名店会・
大分市観光協会

今帰仁村観光協会

☎0952-25-7392

☎097-537-5764

☎0980-56-1057

※イベント情報は変更になる可能性があります。
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11

【 ANAグループ 】

「人生100年時代」のキャリア研修とは

企業や組織にとって人財は財産であり、 で、これからの一歩を踏み出す研修内容
中でも経験豊富なミドルシニア層のさら

です。ぜひ受講をご検討ください。

なる活躍が重要かつ新たな成長の鍵とな
ります。ANAグループでは、挑 戦する人
財を育成した多くの実績から、このたび
新たな研修プログラムとして、
「ANA流人
づくりから考えるミドルシニア向けキャリ
ア研修～自分の可能性にOK! GO! ～」を
リリースしました。
これまでのキャリアを振り返り、自分
の強みや価値観、役割を再認識すること
詳しくはANAビジネスソリューションのウェブサイトをご覧ください。

ANAグループの
教育・研修

「お客様の声」にこだわっています
生鮮品などを貨物として輸送したく、キャッシュレスにも対応してほしい

ANA Cargo国内貨物輸送の利用にQRコード決済を導入しました。
個人または法人のお客様が日本国内

決済が可能になりました。便利になった

に貨物を輸送する際、最寄りのANA国内

ANA Cargoをぜひご利用ください。

空港貨物カウンター に直接お荷物をお

＊ 旅客カウンターとは場所が異なりますのでご注意ください。

＊

持ちいただくことで輸送できます。これま
では現金、クレジットカードでのお支払

※現在対応可能なQRコード決済は、PayPay、LINE Pay、メ
ルペイ、楽天Pay、au PAY、d払い、Alipay+、WeChat Payです。
※ANA Pay、Smart Codeも順次対応予定。

いのみでしたが、昨年より、全国のANA
国内空港貨物カウンターにて、QRコード
ご意見・ご要望デスク
0120-029-787
携帯電話をご利用の場合
0570-029-787（全国一律料金）
PHS・国際電話をご利用の場合
☎ 03-6735-7922（有料）
受付時間 9:00～17:00（年中無休）

国内空港貨物
カウンター情報

ANAのサービスについての
ご意見・ご要望をお寄せください。
※機内にはご意見を記入いただけ
る用紙「お客 様の声」を搭載して
います。客室乗務員にお声をおか
けください。

ご意見・ご要望
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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!

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

请用自己的终端设备拍摄
画面后填写。

双层框中的数字加起来是？

2
6

2つの
二重枠に入った
数字の合計は？

5

9

4

8

3

8

5

7

9

2
3
6

1
8

3
2

1

9
1

2
4

3

8
6

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P119へ
Puzzle created by: Nikoli

1
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.)

Answer on page 119

答案见119页
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6
5

➊ 请 在 空 格 内 填 入1至9 中 的 任 意一 个
数字，0除外。
➋竖列（9列）、横行（9行）以及粗线框
起的3×3区块（9个）中的每一格也都要
是1至9中的任意一个数字。
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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

Gate140〜149へ
To Gate 140-149

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

詳細

【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。
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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
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ANAグループ航空機のご案内
ANA 航空集团航班客机指南

A380-800

B777-300

◦全長 Length 全长/ 72.7 m
◦標準座席数 Standard number of seats
标准座位数/ 520

◦全長 Length 全长/ 73.9 m
◦標準座席数 Standard number of seats
标准座位数/ 514 (-300 ER: 212; 250)

B787-10

B777-200

◦全長 Length 全长/ 68.3 m
◦標準座席数 Standard number of seats
标准座位数/ 294

◦全長 Length 全长/ 63.7 m
◦標準座席数 Standard number of seats
标准座位数/ 392; 405

B787-9

B787-8

◦全長 Length 全长/ 62.8 m
◦標準座席数 Standard number of seats
标准座位数/395 (INT: 215; 246)

◦全長 Length 全长/ 56.7 m
◦標準座席数 Standard number of seats
标准座位数/ 335 (INT: 169; 184; 240)

B767-300

B767-300F・
300BCF / B777F

◦︎全長 Length 全长/ 54.9 m
◦標準座席数 Standard number of seats
标准座位数/ 270 (-300 ER: 202; 270)

◦貨物専用機 freighter 货运专机
◦全長 Length 全长/ 54.9 m (B777F-63.7 m)

AIRBUS A321

AIRBUS A320

◦全長 Length 全长/ 44.5 m
◦標準座席数 Standard number of seats
标准座位数/ 194

◦全長 Length 全长/ 37.6 m
◦標準座席数 Standard number of seats
标准座位数/ INT:146

ミレニアム･ファルコン

B737-800

Millennium Falcon

◦全長 Length 全长/ 39.5 m
◦標準座席数 Standard number of seats
标准座位数/ 166

◦全長 Length 全长/ 34.37 m
◦最高速度 Maximum speed 最大速率/
銀河系で最速 Fastest in the galaxy 银河系最快
◦標準座席数 Standard number of seats
标准座位数/ 6
※機体サイズの比較として掲載しています。
Comparison scale for aircraft 对比飞机规模

BOMBARDIER
DHC-8-400
◦全長 Length 全长/ 32.8 m
◦標準座席数 Standard number of seats
标准座位数/ 74

国内線
シートマップ
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国際線
シートマップ

Audio & Videos

下記に掲載の番組は、座席に装備されたイヤホンジャック
（1口タイプ）にイヤホンを差し込み、
コントロールBOXでチャンネルを選択しお楽しみいただけます。

オーディオ番組

各40分プログラム（ラジオ放送を除く）

JAPANESE MUSIC

ラジオ放送【NHK第一放送】
その日の出来事を素早く伝えるニュースなど、
生活に密着した、
さまざまな情報をお届けします。
※B787（全機）、B777・B767・B737・A320・A321の一部機材、
BOMBARDIER DHC-8（全機）ではお聴きになれませんので
ご了承ください。

POP/ROCK and more

踊ろよ、
フィッシュ

〈ダンスは音楽、音楽はダンス〉

山下達郎

チャイコフスキー：バレエ
《くるみ割り人形》作品71

（ワーナーミュージック・ジャパン）

ゼア・マスト・ビー・アン・エンジェル

／There Must Be An Angel（Playing With My Heart）

ユーリズミックス／Eurythmics

（ソニー・ミュージックレーベルズ）

JAPANESE MUSIC

演歌・歌謡～心のふるさと～

CLASSICAL MUSIC

旅するクラシック

Music Travel-70's & 80's

松田聖子
特集

Brahms: Hungarian Dance No.5 in G Minor

松田聖子（ソニー･ミュージックダイレクト）

天使のウィンク

岸 洋子

（キングレコード）

Dance of the Reed - Pipes

イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団
ズービン・メータ
（指揮）

ブラームス：ハンガリー舞曲 第5番 ト短調

チェリーブラッサム

夜明けのうた

葦笛の踊り
Tchaikovsky: The Nutcracker Suite, op.71a

サイトウ・キネン・オーケストラ
小澤征爾（指揮）

松田聖子（ソニー･ミュージックダイレクト）

J.シュトラウス2世：ワルツ
《酒・女・歌》
作品333

瑠璃色の地球

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
ヴィリー・ボスコフスキー（指揮）

松田聖子（ソニー･ミュージックダイレクト）

ひとりじゃないの

J.Strauss II: Wein, Weib und Gesang, op.333

ボロディン：歌劇
《イーゴリ公》

天地真理

（渡辺音楽出版）

だったん人の踊り
Borodin: Prince Igor

ANNIVERSARY
松任谷由実

芽ばえ

Polovtsian Dances

（ユニバーサル ミュージック）

麻丘めぐみ

（ビクターエンタテインメント）

マリインスキー劇場管弦楽団、
同合唱団
ワレリー・ゲルギエフ
（指揮）

今はもうだれも

アリス

君をのせて

バルトーク：ルーマニア民俗舞曲

（ユニバーサル ミュージック）

沢田研二

（渡辺音楽出版）

Bartók: Roumanian Folk Dances

サムデイ

逢いたくて逢いたくて
園 まり

ミネアポリス交響楽団
アンタル・ドラティ
（指揮）

佐野元春

（ソニー･ミュージックダイレクト）

（渡辺音楽出版）
パーソナリティ :

ほんきかしら

寺脇康文（俳優）

1962年生まれ、大阪府出身。近年の出演作は、
映画「殿、利息でござる!」
（16）、
「超高速！参勤
交代」シリーズなど。

島倉千代子

（日本コロムビア）

北酒場

聴き比べ
コーナー

J.S.バッハ：フランス組曲 第4番 変ホ長調
BWV815 - ジーグ

J.S.Bach: French Suite No.4 in E-flat Major,
BWV815 – Gigue
●アンドラーシュ・シフ
（ピアノ）
●クリストファー・ホグウッド
（チェンバロ）

細川たかし

（日本コロムビア）

〈UNIVERSAL MUSIC Recommends〉

ふりむかないで

チャイコフスキー：歌劇
《スペードの女王》

JAPANESE TALK SHOW

ああ、
もうすぐ真夜中
（抜粋）
Tchaikovsky: Pique Dame, op.68, TH.10

全日空寄席

ハニー・ナイツ

（テイチクエンタテインメント）

おもいで岬

Uzh polnoch blitzitsya...Akh, istomilas ya gorem <excerpt>

アンナ・ネトレプコ
（ソプラノ）
ミラノ・スカラ座管弦楽団 / リッカルド・シャイー（指揮）

落語「壷算（つぼざん）」

新沼謙治

笑福亭仁鶴

（日本コロムビア）

（1999年11月17日、
静岡県・清水市文化会館にて収録）

熱き心に

監修：飯尾洋一

〈全曲 ユニバーサル ミュージック〉

小林 旭

（ユニバーサル ミュージック）
笑福亭仁鶴

※本番組内では、一部不適切な表現を含む場合がありますが、作品のオリジナリティーを尊重
するため、削除・修正を行わずに放送することがございます。あらかじめご了承ください。

パーソナリティ :

小林奈々絵（フリーアナウンサー）

1983年石川県出身。
「 走れ！歌謡曲」など演歌・
歌謡曲の音楽番組のパーソナリティを数多く務め
ている。

ご案内 :

内海英華、神田 紅

上方で現在唯一の女道楽・内海英華（写真左）と
東京の女流講談師・神田 紅（同右）
。ともに芸歴
40年を超える。

※楽曲の特性上、ボリュームレベルの高低に幅がございます。あらかじめご了承ください。
※一部オリジナルマスターテープに起因するノイズ等がありますが、ご了承ください。

パーソナリティ :

松尾依里佳（ヴァイオリニスト）

4歳よりヴァイオリンを始め、故・工藤千博などへ
師事。作編曲もこなす。京大卒でタレントとして
も活躍中。

※番組は予告なく変更させていただく場合がございます。※エンターテイメントプログラムは一部機材で放送がない場合がございます。
※一部機材では月初は前月の、
月末は翌月のプログラムとなる場合がございます。※作品によっては、
フライト時間内に視聴を終了できない可能性がございます。
予めご了承ください。
※5〜7chのオーディオサービスを停止しています。
8〜11chで番組をお楽しみください。※お客様ご自身のイヤホンをご利用いただけます。
イヤホンをお持ちでない方は、
客室乗務員にお申し付けください。

Audio & Videos

下記に掲載の番組は、座席に装備されたイヤホンジャック
（1口タイプ）にイヤホンを差し込み、
コントロールBOXでチャンネルを選択しお楽しみいただけます。

前方スクリーン番組

音声は３チャンネルでお楽しみください。
（一部の機材では“12”チャンネルになります。
）

Please select channel 4 for English when viewing programs. (Only available in Japanese on some aircraft.)

奇数便 上映番組

偶数便 上映番組

Odd-numbered flights Screened program

Even-numbered flights Screened program

©KBS京都

極上の京都

©NHK

Japan Seasonal Journey
春の息吹をめぐる

Secrets of Kyoto Unveiled
フラワーコーディネーターの浦沢美奈さんが、独自の視
点で
「私にとっての京都」
を紹介します。
In this program, a flower coordinator Mina Urasawa
introduces the best parts of Kyoto from her own unique
point of view.
音声

日本語

AUDIO TRACKS

Japanese

字幕

英語

SUBTITLES

English

The Breath of Spring

日本各地で感じることができる春の息吹。
満開の花園、
伝統の行事、
風情ある文化などをご紹介します。
The breath of spring felt all over Japan, from fully
blooming flower gardens to traditional festivals and
refined culture.
字幕

日本語、
英語

SUBTITLES

Japanese, English

※番組は予告なく変更させていただく場合がございます。
※エンターテイメントプログラムは一部機材で放送がない場合がございます。 ※お客様ご自身のイヤホンをご利用いただけます。
イヤホンをお持ちでない方は、客室乗務員にお申し付けください。
※一部機材では月初は前月の、
月末は翌月のプログラムとなる場合がございます。 ※作品によっては、
フライト時間内に視聴を終了できない可能性がございます。
予めご了承ください。

機内エンターテイメントシステムのご案内
In-flight Entertainment System Guide

映画・ビデオ・オーディオなど様々なジャンルのプログラムを高品質でお楽しみいただける機内エンターテイメントシステムです。
Our in-flight entertainment system provides ANA passengers with a variety of high quality programs, including movies, videos, audio and more.

シートモニターの種類

Information on the seatback monitors
＊一部機材のみ対象 ※Designated aircrafts only

B787-8*

A321neo / B777-200* / A320neo

B787-9*

コントローラーガイドはシートモニターでご確認いただけます。

The Controller Guide can be accessed through the seatback monitor as follows.
ホーム画面上の「お知らせ」または「○
？ 」をタップして参照

Tap [ Info ] or [○
？ ] on the Home screen.

※シートモニターが肘掛の中に収納されている座席では、
モニター収納中に番組変更はできませんのでご了承ください。
離陸・着陸の際は安全上の理由によりモニターを収納していただく必要があります。
※不明な点、
不都合な点などがございましたら、
お気軽に客室乗務員までお申し付けください。 ※画像はイメージです。
※You cannot change programs while the monitor is stored away (seats where the monitor is located in the armrest). For safety, monitors must be stored away during takeoff and landing.
※Please ask any of the cabin crew for help. ※Images are for illustration purposes only.

空と陸の共演
池井戸潤の『陸王』
と共に、6月末、梅雨の曇天フラ
イトを楽しみました。その翌日、空港へ向かってい
たび

たところ「足袋のまち 行田市」
と描かれたトラック
が目の前を通過しました——『陸王』
の舞台です。絶
妙すぎるこの一瞬の出来事は、まさに「事実は小説
よりも奇なり」。ANAのおかげで忘れられない“池
井戸June”
になりました。

from : 小林弥生

ANAトラベラーズのツアーで社員旅行
令和元年の11月の連休に、「今だけドン！」を利
用したら、超格安でサービス満点の沖縄旅になり
ました。『美ら海水族館』
ではジンベエザメに圧倒
され、古宇利島ではコバルトブルーの海に浮かん
ギーザバンタ

from : 池本 章

だハート岩に癒されました。秘境の慶座絶壁では
流れ落ちる滝を見て感動。乗り継ぎで立ち寄った
空港でプレゼントももらいうれしさ倍増でした。

弟に会いにイギリスへ
コロナ禍でしたがロンドンにいる弟から電話があり、
心配で会いに行くことを決めました。海外渡航はい
つもANA。普段以上に沢山の準備が必要な旅でし
たが、機内では普段以上にこまやかなサービスがあ
り快適でした。写真は湖水地方ウィンダミア湖の朝。
厚い雲の隙間から空が見えたように、光が見える日
常でありますように。
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from : 三井健人

海を繋げ、空を繋げ
梅雨明け前、ANA便で鹿児島へ。天草での
所用と、鹿児島港に停泊中の船に会いに行く
ためだ。将来、“海の繋ぎ手”
になることを目
指して、練習船での訓練に参加している息子
に差し入れを渡す。当然、一緒に食事するこ

from : 松本 勉

となどは叶わないが、それでも岸壁から“そ
れ”
を受け取った彼の身体は確実に、繋ぎ手
として成長していると実感できた。

50年前の家族旅行
50年前の夏休み、両親と祖母と4人で北海道
へ4泊5日の旅行をした。タラップでB727に
乗り込み、千歳へと向かう。サンドイッチの
機内サービスがあった。支笏湖と洞爺湖周辺
に泊まり、列車で函館駅に向かって湯の川
おかだま

温泉へ。翌日、丘 珠空港行きのYSに乗った。

from : 小島良弘

東京に帰る便で、膨らませたビニール製の飛
行機をもらい、とても嬉しかった。

お便り募集
ます。原稿は150字程度、スナップ写真を添えてお手紙
か電子メールでお寄せください。お名前、ご住所、電話
番号の明記もお忘れなく。採用させていただいた方には、
ANAオリジナル手荷物タグをお贈りします。
※原稿、写真の返却はできかねます。掲載者の発表につきましては本誌での
発表をもってかえさせていただきます。ご了承ください。

手紙 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-14-1
ANA X『翼の王国』編集部
電子メール ml_prj_tsubasayubinhiko@ana.co.jp
（件名に「郵便飛行お便り募集係」と明記してください）
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オリジナル
手荷物タグを
プレゼント！

郵便飛行では、みなさまの旅の思い出をお待ちしており

ANA グループ機内誌『翼の王国』
アンケートご協力のお願い
ANAでは、今後のよりよい誌面づくりに向け、アンケートを実施してい
ます。ご協力いただいた方の中から抽選でご当選された方に賞品をお送り
します。QRコードよりアンケートフォームへお進みいただき、お答えく
ださい。10分ほどで完了する内容です。ぜひご協力をお願いします。
賞品

※画像はイメージです。

【A賞】（2名様）
平成富嶽三十六景 青富士

【B賞】（10名様）
hugm ナチュラルシャンプー

【C賞】（2名様）
A380 モデルプレーン

富士山を忠実に再現した

100％静岡県産の茶の実油*

FLYING HONU ANA

アート作品（黒額装）

オイルインシャンプー

ブルー 1/500サイズ

*毛髪補修成分

応募締切：毎月月末
当選の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。アンケートでは、お名前・ご住
所・電話番号をお伺いします。ご応募はひと月あたりお一人様1回限りでお願いします。
詳しくはアンケートフォームをご覧ください。

アンケートフォーム

バックナンバーのお知らせ
『翼 の 王 国 』
『TSUBASA -GLOBAL

紙版（冊子）や電子書籍は、オンライン

WINGS-』
の電子書籍は、ANAアプリ上

書店よりご購入いただけます。ANAマイ

で過去1年分をバックナンバーとして閲

レージが貯まる特典もご用意しています。

覧できます。ダウンロードしてお楽しみ

ウェブサイトよりお買い求めください。

ください。
ANAアプリ

オンライン書店
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【 答え ⁄

⁄

SUDOKU

】

どうぶつかくれんぼ
Animal Hide and Seek
动物躲猫猫

The sum of the two numbers is / 2个数字加起来是

7
7
6
3
2
4
5
8
1
9

16

9
2
5
8
6
9
1
3
4
7

1
4
9
7
3
8
5
2
6

5
2
1
4
7
6
9
8
3

No.631

6
9
7
8
1
3
2
5
4

8
3
4
9
5
2
6
7
1

9
1
6
5
2
4
7
3
8

4
8
2
3
6
7
1
9
5

3
7
5
1
8
9
4
6
2
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