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特集

オーストラリア・パース
ワイルドフラワーに
癒やされて

第２ 特 集

冬の北海道の
お楽しみ

2

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
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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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2月号

CONTENTS

011 _ ごあいさつ
014 _ あいにいきたい「なごむ」動物
ホッキョクグマ
016 _ グッドお湯♨ハンティング
〜活力編〜 秋田県
018 _

特集 オーストラリア・パース

ワイルドフラワーに
癒やされて

034 _ TSUBASA’
s interview
有村架純
040 _

タップして
各コンテンツへ
飛ぶことができます

062 _ ふたつの絶景
ブータンの僧院と祭り
070 _ 思い出にしたい店
ブルマーシャン
074 _ 旅の道連れマンガ愛
【推しの子】
078 _ 今月のANAカレンダー
オーストラリア・パース
080 _ ANA TOMORROW
084 _ ANAグループからの
お知らせ

特集 北海道

冬の北海道の
お楽しみ

095 _ どうぶつかくれんぼ
108 _ SKY CHANNEL

051 _ SUDOKU

110 _ ANAグループ航路図

053 _ 旅でお土産にしたいもの
加治木まんじゅう

114 _ 郵便飛行

056 _ おべんとうの時間
玉那覇彰子さん
【今月の表紙】オーストラリアのワイルドフラワー
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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

ダンゴムシを探せ
皆様、こんにちは。いつもANAをご利用いただき、誠にあり
がとうございます。
10年ほど前ニューヨークに駐在していた頃は、毎週のように
出張で広い米国内を飛び回っていました。シカゴまで2時間、西
海岸まで6時間、ホノルルまでは11時間。長時間の機内での過ご
し方は毎回まちまちですが、音楽だけはいつも大切な旅の友でし
た。気分を変えたいと思った時には、私にとって音楽を聴くこと
が一番有効です。いつでもどこでも音楽を聴くことができるよう
になったのは米国の発明家トーマス・エジソンのおかげといって
もよいでしょう。1877年、エジソンは30歳の時に蓄音機を世に
出し録音と再生を可能にしました。生演奏でしか聴けなかった音
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楽が演奏会に行かずに楽しめるという価値の大転換が起きたので
す。列車の中で新聞売りをしていた少年時代、エジソンはモール
ス信号を使ってニュースの見出しを停車駅に掲示する仕組みを考
案し、売上を大きく伸ばしました。後年、モールス信号を紙に記
録する装置から偶然、蓄音機の仕組みを思いついたそうです。今
年の2月11日はエジソンの生誕から175年です。
「必要は発明の母」といわれます。空港現業の部長として赴任し
た十数年前、当時の社長から直接言われたメッセージが「現場に
策ありだ」。早速、課題を見つけて現場から解決策を発信しよう
と意気込んでみたものの、局面ごとに部員の反応はさまざまでし
た。「そもそも問題ないのでは？」「現状を受け入れることが自
分の仕事だ」「言ってもむだだと諦めている」等々。数年前から
当社のイノベーション推進部（イノ推）が、隠れた課題をダンゴ
ど

ムシに喩え、日陰にある石を退けて
ダンゴムシを探してみようという取
り組みを始めました。どんなダンゴ
ムシが見つかったか、一例をご紹介
しましょう。「ANAをご利用のお
客様の機内やラウンジでの忘れ物は
年間8万点もある。お問合せがあれば即時に照会してお返しでき
ないか？」「預けた手荷物がターンテーブルに出てくる時刻をお
客様にお知らせできないだろうか？」。いずれもお客様の時間を
むだにしてはならないという発想から見つけた課題で、解決策は
既に実行に移しています。
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このような行動を精神的に支えているのが『イノ推五輪の書』
という当社オリジナルの指南書です。中身は「風・水・火・土・
空」の五巻に分かれ、イノベーションを起こしやすい環境作りの
要諦を解説しています。言うまでもなくこれは宮本武蔵の『五輪
そとうごしゅ

書』に倣ったものです。五輪書の「火の巻」に「鼠頭牛首」とい
う教えがあります。「鼠の小さな頭から牛の大きな首へと心を転
換させる」とは、「細かいことで煮詰まれば大胆な発想に切り替
えて局面を打開する」の意。私も音楽の力を借りて“鼠頭牛首”
できたことが過去に幾度もありました。さて、鼠に牛とくれば次
は虎。寅年の今年は虎のごとき俊敏さを付け加え、小から大にす
ばやく切り替わるANAを皆様に感じていただけたらと考えてお
ります。次回のご搭乗を心からお待ちしています。

イノ推五輪の書（表紙）
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いただきまーす

あいにいきたい

11

回

動物

第

なごむ

ホッキョクグマ
【食肉目クマ科】
体長：オス約2～2.5m、メス約1.8～2m
特技：泳ぐこと
秋田県男鹿市 男鹿水族館GAO

写真・文＝ 平林美紀
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水上の
バイオリン弾き

【

ホッキョクグマ

】

ホッキョクグマは泳ぎが上手で、ぬいぐるみのような密でモフモフ
の毛が魅力です。『男鹿水族館GAO』
には、３頭のホッキョクグマ
が暮らしています。写真はフブキという名前の男の子（撮影時は生
後10か月）
。豪快にプールに飛び込んで泳いだり、おもちゃで遊ん
だり、何をしても可愛らしくて、来園客の注目の的。木の棒で遊べ
ば、野球選手、歌手、バイオリン弾き……のようにも見えてきます。
次はどんなことをするのかと楽しみで目が離せません。
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活力編
illustrations：Hiroyuki Suzuki

文＝ 温浴愛好家・井上英樹

玉川温泉

古 く から 万 病に 効 く といわ れ 、

全 国 から 湯 治 客 が 集 ま る 名 湯

第11回

秋田県

日本全国に温泉は数あれど、秋田県の『玉川温泉』は
世界に誇る強酸性の湯。酸濃度はレモンの倍以上もあるそう。
泉質には免疫回復効果があるといわれ、多くの湯治客が
体と対話をしに訪れる。日本の名湯『玉川温泉』へ！
行き方を調べる

秋田県仙北市田沢湖玉川字渋黒沢
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tel. 0187-58-3000

ゆうしゅつぐち

湯

気の中を進む。源泉湧 出 口付近
にはゴザを敷き寝転がっている人

たちがいる。地熱を体内に取り込む天然岩
盤浴をしているようだ。さらに奥に進むと

こんな光景、
見たことがない

小屋の中で岩盤浴をする人たちがいた。み
なさん、体と対話をしている。まるで行者
を見た時のような神秘的な感動を覚えた。

周囲の岩肌は白い。強酸性の源泉による変質岩だという。人々と自
然。見たこともない不思議な世界が広がっていた。「湯は強酸性。低
湯に入ってください。無理はしないで」
と、『玉川温泉』の田中政彦さんから説
明を受ける。浴槽は源泉100％、50％、
30％、弱酸性と分かれ、体質や慣れに
性の湯から入り100％にたどり着いたと
きのこと。ふと、顔を洗ってしまった。

おおぶき

応じて選ぶことができる。恐る恐る弱酸

これが源泉の大噴！

濃度の湯に数分入り、徐々に高い濃度の

「目が開けられない……」
。世界屈指の強
酸性湯が猛烈に目に染みる。さ
らに体もピリピリとしてきて、
温泉の強さを体感した。
無理は禁物と休んでいると、
箱蒸湯を見つけた。顔だけを出
し、体を温泉蒸気で温める。蒸
気に包まれながら、いつか大地
の岩盤浴デビューをしたいもの
だと再訪を誓った。
ライター／温浴愛好家。特技は指先で測る湯温。好みは15℃の水風呂。

017

ワイルド
フラワーに
癒やされて

018

オーストラリア・パース

特集

“野に咲く花”
、ワイルドフラワー。
ワイルドフラワーの州とも呼ばれ、
約12,000種もの花が自生する西オーストラリア州へ。
州都・パースと近郊のエリアで
自然環境に咲く花だからこその力強さと可憐さを持つ
ワイルドフラワーたちに生きる強さと癒やしをもらいに行こう。
文＝ 小窪瑞穂

写真＝ ハンク・デリック、ミワコ・ルーシー

コーディネート＝ アコ・サベージ
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マーガレットリバーは、雄大な自然の中を散策し、普段見
られないような美しい景色を眺めることのできる場所。ワ
イルドフラワーの咲く季節には、ここマーガレットリバー
でしか見られない固有種を見に、多くの観光客が訪れる。
大自然の中を歩き、美味しいものを食べ、身も心も深くリ
ラックスする癒やしの旅にぴったりの地。
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力強く迫力ある佇まいの固有種、タッセ
ルフラワー。

透き通るような海とワイル

ドフラワーを眺めながらのトレッキングコー
ス「ケープ・トゥ・ケープ・トラック」が人気。
カリーやジャラなど背の高いユーカリの
森での森林浴に癒やされる。

地元の素材

をふんだんに使ったモダンな美食をワインと
ともに堪能できるのも大きな魅力。

021
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マーガレットリバーの大自然の壮大さ
パースから車で約3時間南下したところにある、ワインやサーフィン
で有名な人気のリゾート地・マーガレットリバー。200軒以上のワイナ
リーがあり、良質なワインは国内外で評価が高い。レストランが併設さ
れているワイナリーが多く、ワインに合う美食も楽しめる。
街の中心でも商業観光地的な感じはあまりなく、ローカルショップや
パブ、カフェやレストランが立ち並び、地元の人たちの素朴でていねい
な暮らしを垣間見ることができるのもこの街の魅力だ。また、ワインほど
は知られていないが、近年クラフトビールの醸造所も多く、人気である。
そんなマーガレットリバーの大自然に触れるにはやはり、ワイルドフ
ラワーの咲き誇る春（9月〜11月）
に訪れるのが一番だろう。花々の美
しさも海の青さも同時に楽しめるというぜいたくな体験が待っている。
「ケープ・トゥ・ケープ・トラック」
は全体が140kmほどもあるトレッキン
グコースで、周辺には洞窟や鍾乳洞、迫力満点のクウィニナップ滝など
スリリングな絶景スポットが盛りだくさん。最終地点は、インド洋と南
極海が出合うケープ・ルーウィン灯台（オーストラリア大陸最南西地点）
。
石造りの真っ白な灯台を目指して何日も歩き続けることにはロマンを感
じてしまう。
ユーカリの一種であるカリーやジャ
ラの森での森林浴や散策も気持ちがい
い。忘れられないのは、車でのドライ
ブの際に遭遇した野生のカンガルーの
大群。いったいここはどこだろう、と
めまい

目眩がするような光景だった。途方も
なく大きく美しい自然の中にいる感覚
をぜひ体験してほしい。
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イエローフラッグ

パープル・エナメル・
オーキッド

サウザン・スワンプ・
バンクシア

ローズ・バンジーン

カスタード・サン・
オーキッド

マラマラ
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エキゾティック・
スパイダー・オーキッド

クイーン・オブ・シバ

シルキーブルー・
オーキッド

レッドカンガルーポー

クゥアラップ・ベル

サザンクロス

モトルカー

アシュビーズ・
バンクシア

スティッキー・
スター・フラワー
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スカーレット
フェザーフラワー

イエローフェザー
フラワー

コーラル・クリーパー

エリスブルックバレーは小高い丘から
パースシティを見渡すことのできる、
ワイルドフラワーハイキングスポット。
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ワイルドフラワーと動物を探そう
エリスブルックバレーはパースの中心部から車で約30分、パースヒ
ルの一部である広大な渓谷保護区。
４つのウォーキングトレイルコースがあり、途中に現れる約18mの
滝の景観も素晴らしい最高のハイキングスポットだ。トレイルは片道
1.4kmほどのものもあり、初心者でも楽しめる距離。
この地域でワイルドフラワーが見られるのは8月〜10月頃、およそ
550種類の花が咲くと言われており、花だけではなくオーストラリア特
有の鳥や動物やさまざまな生き物たちも見られるので、注意深く歩いて
みるのも楽しみの一つ。私はハイキングの途中、可愛らしいゲッコー
（ヤモリ）
に出合った。マイナスイオンを浴びながら滝の流れを見渡すの
も爽快だ。
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好きな花：フェザーフラワー
ワイルドフラワーの質感、色、形や姿の多様
性、多くの異なった種類が存在する面白さに魅
力を感じます。多くのワイルドフラワーが集
まったキングスパークへぜひ！

デイル・キャンベルさん ／園芸家
好きな花：エバーラスティング
可憐なだけでなく、大陸で生きていくためのた
くましさを備えています。何げない場所にひっ
そりと咲くワイルドフラワーを見つけた時は、
宝探しに似た喜びを感じますね。

シノ・ミウラさん ／ガイド
好きな花：バタフライスパイダーオーキッド
ワイルドフラワーはそれぞれ独自の受粉方法や
暑く長い夏を生き抜く術など、興味深いことが
数え切れないほど。究極の魅力は私たちをこう
して喜ばせ驚かせ続けることです。

テリー・ダンハムさん ／レンジャー
好きな花：オークリーフグラヴィレア
幼い頃からワイルドフラワーに魅了されてきま
した。一部の花は咲き続けるため“送粉者”
（蜂）
を惹きつけるよう美しくいい香りがするのです
が、そのしくみにたまらなく惹かれます。

ハンク・デリックさん ／ツアー会社経営
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『A n n a b e l T r e n d s 』が 手 掛 け る 1 0 0 % リ ネ ン の キ ッ チ ン ウ ェ ア 。
『Nakamura Chocolate』
はパースを拠点とする日本人ショコラティエによ
るチョコレート。オーストラリアをテーマにしたセレクションもあり、日
本では神戸に直営店がある。 「Miracle Balm」
は1つあると便利な保湿バー
ム。なかでも「Calm Balm」
の香りがおすすめ。

フリーマントルを拠点に

する『Mokoh Design』
によるコースターセット。

存在感のあるマグカップ

とタンブラー。ホームウェアも充実。

西オーストラリアのアーティスト

によるデザインのカードは、選ぶのが楽しい。
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「世界で最も美しい街」
と
称されるパースは、
オーストラリアで最も晴れの日が
多い街としても知られる。
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スワン川とパースシティを見渡せる
迫力満点のパノラマビューが素晴らし
い。

キングスパーク内のカフェでは

質の高いコーヒーやボリューム満点のカ
フェメニューが堪能できる。

広大な

敷地内には州立植物園もある。

パースの魅力は尽きることがない
パースには豊かな自然と文明が共にあり、ゆったりしていて暮らしや
すい街。移民が多いこともあって食文化も多国籍で、いろいろな国の本
格料理が手軽に楽しめる。
四季は日本と反対で、ワイルドフラワーが咲く春は9月からに当たる。
気候は地中海性気候で年中穏やか。夏はからっとしていて気温のわりに
は過ごしやすく、冬は雨が多い。
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パース近郊のキングスパークは、都市でワイルドフラワーを楽しめる
身近な場所。毎年9月は「ワイルドフラワーフェスティバル」
が1か月間
開催され、約3,000種のオーストラリア固有のワイルドフラワーを楽し
むのに一番おすすめの時季。
キングスパークではメインエリアか
ら少し離れたところにある遊歩道も、
スワン川の絶景はもちろんのことスリ
ル満点で楽しいので、ぜひ歩いてみて
ほしい。ギャラリーショップでは西
オーストラリアのローカルアーティス
トによるお洒落でユニークな作品や商
品を展開しているので、気が利いたお土産はここで調達できる。
パースの街並みに歴史ある建造物と近代的なビルが交じり合っている
ように、異なる文化や人種もまた絶妙なバランスで共存していて、ユ
ニークな街を形づくっている。都市ながら、車で20〜30分も走ると広
大な自然がすぐそこにある、というのも大きな魅力。海岸沿いにはそれ
ぞれ趣の違うビーチがつらなり、スワン川上流にはワイナリーが点在す
るスワンバレーもあり、少し足を延ばせば、いろいろな体験ができる親
しみやすい街なのだ。

パースへの翼
パースへは東京（成田）から
オーストラリア

シドニー

ANA便でパース空港へ。
または東京（羽田）からシドニー国際空港へ。
国内線に乗り継ぎパース空港へ。

パース

※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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有村
架純
034

文= 松山 梢
写真= 熊谷勇樹
スタイリスト= 瀬川結美子
ヘアメイク= 尾曲いずみ

TSUBASA’s interview_ Kasumi Arimura

悩みを抱えていた20歳。
大きな仕事をやりとげた24歳。
まったく同じルートを旅したことで、
ちょっとずつ、でも着実に歩みを
進めていることに気づくことができた。

ーー 忘れられない旅の思い出は？
2014年と2017年に旅したフィンランドとノルウェーです。2014年
はテレビのお仕事で伺ったんですが、当時はなかなか一歩が踏み出せな
い自分にモヤモヤしていた時期だったんです。でも北欧の空気感や景色
にすごく魅了されて、20歳ながらに自分の抱えているものの小ささに
気づきました。運よくオーロラも見られたのですが、人生で初めて、美
しい景色を見て涙する経験をしました。その時抱えていた苦しみから少
しだけ解放されて、感動したのを覚えています。今度は絶対プライベー
トで来たいと思って、朝ドラ『ひよっこ』を撮り終えた自分へのご褒美
として、同じ場所を巡る旅をしました。
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「 悩 みから 解 放 された 北 欧 の 旅 」

TSUBASA’s interview_ Kasumi Arimura

ーー どんなルートで旅をしましたか？
フィンランドは首都のヘルシンキを路面電車で巡り
ました。国内で一番大きい本屋さんに立ち寄ったり、
ムーミンやマリメッコのお店、古着や雑貨が売られて
いるヴィンテージショップがあるエリアもウィンドウ
ショッピングしました。ただ、何げなく路面電車に
乗ってたどり着いたので帰り方がわからなくなってし
まって。電車の乗客の方に「ヘルシンキ中央駅はどこ
ですか？」と聞いたのですが、フィンランド語なので
何を言っているかがわからなくて。困っていたら、そ
の方が駅まで連れて行ってくれました。

ーー ひとり旅だったのですか？
フィンランドはひとりでしたが、ノルウェーでは親
友と合流して旅をしました。首都のオスロから何時間
も鉄道に乗ってたどり着いたフロムという村に泊まっ
て、そこから船でフィヨルドを見ながらベルゲンへ。
世界遺産登録をされている、カラフルな倉庫が並ぶブ
リッゲンという地区を散策したり、ケーブルカーに
乗って展望台から街の景色を見たり、前回と本当に同
じルートを辿りました。コーヒーを美味しいと感じた
り、少しお酒を楽しんだり、１度目よりも大人になっ
たんだなと感じる瞬間が多かったですね。３年の間に
いろんなことを学んで、ちょっとずつではあるけれど、
着実に歩みを進めている気がしました。旅に出ると仕
事からも物理的に離れられるので気持ちが楽になりま
すし、心から楽しめました。
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「 旅 に 出 ると 、
心 が すごく 楽 に な る 」

037

TSUBASA’s interview_ Kasumi Arimura

ーー 新作映画『前科者』では、罪を犯した人に寄り添う
保護司を演じられています。北欧の旅で大きく心を
動かされたように、撮影でも心が動く瞬間があったとか。
これまでは自分に矢印を向けて悶々と悩む役柄が多かったのですが、
誰かのために行動したり、感情が動くキャラクターはこれが初めてだっ
たのですごく楽しかったです。劇中では森田剛さん演じる前科者の工藤
さんの保護司を演じているのですが、撮影期間は工藤さんのことで頭が
いっぱいで。彼が抱えている背景を想像するだけで自然とやるせない気
持ちや悔しい気持ちになって涙が出てくる。そういう気持ちの動かされ
方をすることはなかなかないことなので、初めて味わう感情がとても多
かったです。

「映画で出合った
初めての感情」
ーー 俳優として活動を始めて12年。
今、有村さんはどんなステージにいますか？
若い頃はありがたいことにたくさんの作品に出演させていただきまし
たが、実力をつけていかないと20代後半や30代は生き残れないと思う
んです。作品や役とさらに向き合って、芝居の質を上げていく作業をし
ていかなければいけないなと感じています。以前はインプットする時間
が確保できずに葛藤したことがありましたが、今は漫画やアニメ、映画、
舞台、本、アートなど、カルチャーを幅広く吸収する時間が確保できて
います。おかげでクレヨンで描いた絵画が好みだとわかったり、ハナレ
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グミさんのような優しい中にもエッジの利いたバン
ドが好きだと気づいたり。自分の“好き”がちょっ
とわかってきたような気がするんです。これからも
たくさんのことを吸収して心を動かされながら、俳
優として成長していきたいと思っています。

有村架純
ありむら ・ かすみ／1993年２月13日生まれ、兵庫県出
身。2010年に俳優デビュー。近年の主な出演作はNHK
連続テレビ小説『ひよっこ』、ドラマ『中学聖日記』、『姉
ちゃんの恋人』、『コントが始まる』、『前科者―新米保護
司 ・阿川佳代―』、映画『ナラタージュ』、『花束みたいな
恋をした』、『太陽の子』など。

『前科者』
保護司の阿川佳代（有村架純）が担当して
いた元殺人犯の工藤誠（森田剛）は、ある
日突然姿を消し、再び警察に追われる身
に。「罪を反省し、懸命に更生しようとす
る人たちの目の前には、温かい世界があっ
てほしいと願っています」
（有村さん）。
衣装協力：koll、COEL、ASAMIFUJIKAWA
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「 自 分 の“ 好 き ”が
わかり 始 めた 」

TSUBASA’s interview_ Kasumi Arimura

特集

走って、

北海道

滑って、漕いで

冬の北海道の
お楽しみ

040

真っ白い景色の中を駆け抜ける。
顔に当たる冷たい空気が気持ちいい。
そりで走って、板に乗って、
ボートを漕いで。
ニセコ・ルスツエリアで思いっきり冬遊びする旅へ。
文・絵＝ 山瀬まゆみ 写真＝ 栗田萌瑛
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怖いけど、感じたことのない
速さにワクワク！

犬ぞりって冒険心がくすぐられる

雪

国では昔から馴染みが深い「犬ぞり」。人や荷物を運ぶため
に用いられてきた移動手段で、約3万年の歴史があるといわ
れている。日本では南極地域観測隊のそり犬、タロとジロが

約1年、南極大陸で生き続けたストーリーが『南極物語』
として映画化さ
れたことでも有名になった。現代の移動手段はスノーモービルが主流に
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曲がれるかな？

まだまだ序の口
まだ走れますよ

なるものの、今でも北海道ではアク
ティビティとして犬ぞりを体験する
ことができる。
約400mのコースを1周。探検に
も使われた犬ぞりに乗るのは、や
はり冒険心がくすぐられる。「3、2、
1」という掛け声とともに、勢いよ
く走り出す犬たち。まず、驚いたの
がスタートの速さ。犬の躍動感に早
くも体がすくむ。落ちないように必
死になっていたら、ゴールでブレー
キをすることを忘れていて、スピー
ドが落ちずに係の人の腕の中に思
いっきり飛び込んでしまった。あっ
という間の出来事だったが、雪の上
を走り抜ける感覚を、そり犬のおか
げで初めて体験できた。

北海道ルスツリゾート
アクティビティデスク

行き方を調べる

tel. 0136-46-3332
※詳細はホームページをご確認ください。
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速すぎる〜！

寒い分、漕いで身体を
あたためていくよ！

寒いのに川下り？
これが本当に美しい！

北海道ライオンアドベンチャー
tel. 0136-43-2882

ニ

セコエリアには豊かな山も川もあ

落ちてないよ！

るので、場所に合わせた遊びが豊

滑っているの！

富。また当たり前だが、そのアプ

ローチは季節によって全く違ったものになる。
例えば、夏の遊びとして知られているラフ

ティングは、実は冬にも楽しめることを知っている人は多くないはず。
えぞ

今回下る川は、富士山に似ていることから通称「蝦夷富士」
としても親
ようていざん

しまれる羊蹄山の麓を流れる全長約126kmの尻別川。川辺のボート乗
り場まではすこし崖のような場所を下りないといけないのだが、そのか
いもあって川を下るときにはまるで雪の壁に挟まれたような景色を見る
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川の上は寒い！
でも雪景色が美しい～

ことができる。実際にボートに乗ると、冷たい川に近づいたぶん、地上
よりもひんやりと感じる。川の流れは穏やかなところがほとんど。進む
方向に注意しながら舵をとり、辺りを見まわすと、紙芝居
のように風景が流れだす。そこには、雪山から見る冬景色
とはまた違った幻想的な世界が広がっているのだ。
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雪遊びに疲れたら街へ出よう
洞爺湖の向こうに
有珠山が

雪

遊びに夢中になっている
と、気づかぬうちにお腹
が減っている。エネル

ギーが切れる前に向かったのは東山
エリアにある『ニセコ山麓パーラー』
。
コンテナを改装したお店はオーナー
夫妻がDIYしたもの。こだわりの食
材を使ったサンドイッチは、思いっ
きりかぶりついても罪悪感が生まれ
ない上にもう一つ注文したくなるほ
どおいしい。
くっちゃん

食後のコーヒーは倶 知安まで移
動して『SPROUT』へ。自家焙煎の
コーヒー豆の種類はもちろん、淹
れ方まで選べる。奥にはスキーウェアを着たままくつ
ろいでいる人もちらほらいた。隣の『Pyram Organics &
Plants』
で食後のスナックを調達した後、洞爺湖まで足
を延ばしてみることに。お目当は洞爺湖前の『yucana』
でゆったり楽しむスイーツ。「備えあれば憂いなし」
とい
うことで、雪遊びのエネルギー補給はいつもより入念に。
ほどよい甘さ♡

yucana
tel. 0142-82-4739

地元のおいしい野菜を使った料理と自
家製スイーツを提供してくれる、洞爺
湖畔のアジアンカフェ。
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かぶりついていいよ

ニセコ山麓パーラー 「からだに優しいファストフード」は全メニュー試す価値
tel. 0136-55-8918

あり。自家製ベーコンを使ったBLTサンドは950円。

雪遊びの
合間に一杯

SPROUT
NISEKO
tel. 0136-55-5161

コーヒーを通してカルチャー
をつなげ、地元を盛り上げる
倶知安を代表する店。自家焙
煎のコーヒーは380円～。

Pyram Organics & 『SPROUT』に隣接。オーガニック食品の量り売りと観
葉植物を販売。ナッツなどは雪山へのお供にも最適。
Plants
tel. 0136-55-6764

好きな分だけ
買えるよ
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雪があれば
どこでもルートになるね

雪の上をグングンと
どこへでも行けちゃいそう
048

雪

パワフルですよ！

山でスノーモービルを見
かけることはあるけれど、
実際に運転する機会はそ

うそうない。雪のバイクと呼ばれて
いるだけあって、なかなかパワフル
な乗り物なので万全の準備も必要
だ。ヘルメットとゴーグルを着けて
モービルに近づくと、思っていたよ
りもずいぶんと大きい。一度乗って
しまえば、その大きさが安定感とな
り、座り心地もよい。ゆっくりと出
発。最初は身体の重心を変えるのが

北海道ライオンアドベンチャー
tel. 0136-43-2882

難しく、思うように曲がれなかった
が、慣れると今度はあえて起伏した
場所に行ってみたくなる。普段では

通れない雪の平地を滑走するのは思ったより爽快だった。
午後は冷えた身体を癒すために温泉へ。雪遊びで疲れた身体
を、雪に囲まれた露天風呂で温める。これぞ北海道の醍醐味と
いう景色に、ほっと出た息は白かった。

五色温泉旅館

ニセコアンヌプリの麓にあり、雪の壁もまた絶景。泉質

tel. 0136-58-2707

は5種類、またお湯が5色に見えるのが名前の由来。
この雪の量！
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足の裏に北海道を
感じて滑ろう

北海道ルスツリゾート
tel. 0136-46-3111

一

枚の板に乗って雪山を滑ることは、
昔からたくさんの人が夢みたこと
だろう。知ってのとおり現代には

スノーボードがあり、冬には欠かせないス
ポーツとなっている。そして北海道の雪山を
前に滑らずに帰るなんていう選択はまずない。
今回滑ったのはルスツリゾート。敷地内に
３つものピークがある大規模なゲレンデだ。
滑る所も広々としていて、見える景色も壮大。
スキーもスノーボードも雪の調子で滑りが変
わる。そして、それは実際に足で感じるまで

気持ちいい〜！

わからないのだ。さて、今年の雪はどうで
しょう。尻別岳を目の前に拝みながら、気持
ちいい雪への期待を胸に、真っ白い世界へと
飛び込んだ。
旅人

山瀬まゆみ

アーティスト。1986年、東京生まれ。
アート制作のほかに、ライターとしても活動。
ニセコ

ルスツ

北海道

北海道への翼
ニセコ・ルスツエリアへは各地から
ANA便で新千歳空港へ。

新千歳空港

※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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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!

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?

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？

7
1

3

2
9

2
1

8
5

7
3

4

1
3

1
6
6
4

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P117へ
Puzzle created by: Nikoli

5

7
4

2

8
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 117

2

4

8
5

5

答案见117页
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9

7

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。

旅でお土産に
したいもの 第 11 回

文＝ 石田エリ
写真＝ 福田喜一

空港へ向かう帰り道のたのしみ。
蒸したてほかほか、
餡たっぷりのおまんじゅう

『ざ王 堂 』の加 治 木まんじゅう

1971年、鹿児島県生まれ。

おしえてくれる人

ミュージシャンで、ジャンルを

『BAGN Inc.』代表

越境したイベントのプロデュー

坂口修一郎 さん

スを行う『BAGN Inc.』
代表。
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東 京と地元の鹿児島、二拠点の
生活を始めて、もう13年になりま

す。大学からずっと東京だったので、

ほんのり甘い生地と

自家製餡の素朴な味わい

鹿児島の地酒が効いた

地元といえどもそれほど詳しくはな
かったのですが、県外から友人知人
が訪ねてくれる機会が増えて、昔の
記憶を辿りながら鹿児島を再発見す
るようになりました。
この『ざ王堂』
の加治木まんじゅう
は、子どものころ家族と車で出かけ
る時によく食べていたのを思い出し

ももちろんですが、おばちゃんが手
作りしている紙袋が好きで、『ざ王
堂』
一筋。友人を車で空港へ送る時
は、時間に余裕があれば下道を使う
んです。桜島を眺めながら湾岸線を
抜けて加治木に立ち寄り、この紙袋
に入ったほかほかの加治木まんじゅ
うを渡すと、すごく喜ばれます。
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紙紐が

ひいき

て贔屓のお店が違います。僕は、味

持ち手になった

んじゅう店が7軒もあり、人によっ

かわいい袋

ます。加治木エリアには、加治木ま

カラフルな 饅 頭 に 映 える、
加 治 木のシンボル
蔵 王 岳 が 描 かれ た 包 み
鹿児島県

ざ王堂
鹿児島県姶良市加治木町
新富町235-2
tel. 0995-63-3316

加治木町に約400年以上前から伝わ
る郷土菓子。酵素が生きた地酒を練
り込んだ生地で自家製餡を包んだま
んじゅうで、『ざ王堂』
では紫芋や人
参など、変わり種も人気。
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第

179 回

くにがみぐん

くにがみそん

沖縄県国頭郡国頭村
NPO 法人
どうぶつたちの病院
沖縄

ヤンバルクイナ飼育員
たまなは

しょうこ

さん
056

文＝ 阿部直美
写真＝ 阿部 了

ヤンバルクイナを見ていると、うちなーんちゅ
（沖縄の人）
っぽいなあって思います。天敵がハブと
カラスくらいだったので、穏やかでのんびりした性
格。でも走ると速いんです。ヤンバルクイナ（以下
クイナ）
は、沖縄北部のやんばるにだけ生息してい
る飛べない鳥です。2005年頃、野生個体数が700
羽くらいに減ってしまって、絶滅の危機といわれま
した。最悪の事態に備えて環境省が造ったのが、繁
殖と飼育のための施設です。開所した2010年から、
私が所属するNPO法人が管理を受託しています。
最初の頃、先輩からは「気合を入れて見なさい」と
言われました。野生動物なので、体調が悪いことを
隠そうとするんです。歩き方、羽のツヤ、呼吸時の
胸の動き、顔色。そうなんです、顔色っていうのも
チェックポイントにあるんですけど、飼育員になっ
て11年、毎日見ていると違いがわかるんですよ。
繁殖の時には、限られた個体数で遺伝的な多様性
を維持したいので、こちらでペアを選ぶんです。ま
ずは隣同士のケージに入れて、お見合いです。この
時、ネット越しに寄り添っていれば分かりやすいで
すよね。でも、そんなに単純じゃないんです。この
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オスはメスのことをまだ女友達としか見てないな、
とか、このメスは気がないフリをしているけど、実
はちょっと気があるな、とか。それこそ、気合を入
れて見ているとわかるんですよ。オスがやっとメス
のアピールに気づいて意識し始めたのに、メスは諦
めモードに入っちゃった、とか。遅くても早すぎて
もダメで、今だっていうタイミングで同居させるこ
とが大事です。時には、若いライバルを登場させて
様子を見たりして。まだまだ、試行錯誤なんです。
放鳥した後、森で生き延びることが重要なので天
敵の存在も教えます。とぐろを巻いたハブの剥製を
回転台の上に載せて、前後左右に動かすんですよ。
こういうのは全部、飼育員の手作りです。動かしな
がら、クイナが警戒した時に出す鳴き声「ケッケッ
ケッ」
を聞かせます。近づいてきたら、口元に仕込
んでおいた水鉄砲でプシューッと水を出す。ちょっ
とギャグみたいなんですけどね、いたって真剣に
やってるんです。クイナは首を伸ばして怪しいなあ
と感じている様子ですし、実際にこれをやってから
生存率は伸びているんですよね。今年は、水鉄砲の
代わりに、もっとリアルさを出すために、ハブの頭
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の部分を竹ひごを使って飛ばす仕組みを作りました。
あだ

施設がある安田集落は、実は施設ができる前から
クイナの保護に協力してくれていたんですよ。幼稚
園だった建物をうちのNPO法人に無償で提供して
くださったので、交通事故に遭ったクイナの治療
や、住民が救護した卵の孵化、ヒナの飼育をしてき
ました。安田にいると、野生のクイナの声が聞こえ
てきますよ。多くの人たちの努力で、現在は野生個
体数が1500羽ほどになりました。安田の皆さんは、
私たち飼育チームのことも温かく見守ってくれて、
「元気ねぇ？

コーヒー飲む？」
って共同店でご馳走

してくれたり、季節の野菜を持たせてくれるんです
よ。今日のお弁当に入れたネリ（オクラ）
もいただき
もの。卵と炒めました。私はうるま市の出身で、今
は村内で一人暮らしです。ちゃんと食べないと、体
が動きません。弁当は、毎日持ってきます。休みの
日に2～3日分同じメニューの弁当を作っておいて、
冷蔵と冷凍しているんですよ。今日はご飯の上に、
前に母が持たせてくれた、あんだいんすー（油味噌）
も載せてきました。沖縄の人は皆、実家のあんだい
んすーが一番だって思っているはずですよ。
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ふたつの
絶景

第

11 回

タクツァン僧院
062

ヒマラヤ山脈から亜熱帯へ。
九州とほぼ同じ面積ながら、
約7400メートルという標高差を持つ、
南アジアの小さな山岳国家・ブータンは、
手つかずの自然と人々の信仰が静かに重なる、
桃源郷のようなランドスケープの宝庫。
「この土地で生きる人々が羨ましい」と
私は何度、ため息をついたことだろう？
写真・文＝ NUMA

タクツァン僧院
参拝には往復約5時間の登山が必要。標高約
3000mの高地は酸素が薄く、山道を歩くの
は苦労する。観光で訪れる土地のほとんどが
富士山の5合目以上の高さというブータン。
その風景は、どこを切り取っても幻想的なの
である。

063

僧院と祭り

ブータンの

ドゥルック・ワンゲル・ツェチュ

064

晴れ渡る冬の日、
ヒマラヤの聖峰

ドゥルック・ワンゲル・ツェチュ
首都ティンプーから古都プナカへ向かう途中にある
ド・チュラ峠（標高3150m）で行われる祭り
「ドゥルック・ワンゲル・ツェチュ」。地域の人も
政府の要人も観光客も、集まった人々が分け隔てな
く手を取り合って笑顔で踊り、一年に1度の祭りは
フィナーレを迎えた。

ヒマラヤ山脈の南麓に位置するブータン王国は、言
わずと知れた仏教の国。どこへ行っても寺院があり、
観光、家族旅行もデートも、お出かけイコールお寺
めぐりというお国柄だ。最も著名な寺院であるタク
ツァン僧院を訪ねた。標高約3000mの断崖に、ま
るで岩肌にへばりつくように立つチベット仏教の聖
地のひとつ。古代の聖人たちがこの場所で瞑想修行
に励んだパワースポットとしても知られている。お
寺めぐりを「静」
とするなら、各地で行われる祭りは
「動」を楽しむひととき。弁当を抱えて集まった村
人たちの前で、色鮮やかなマスクをつけた踊り手た
ちが華麗に舞う、ハレの日。ブータン人なら誰もが
「ツェチュ」
と呼ばれる祝祭を心から楽しみにしている。

を背景に人々は踊った
065

人々と関わり合いながら体験した出来事を写真と文章で表現している。

NUMA／フォトジャーナリスト。都市から辺境へ、そこに暮らす

岡山県

倉敷市
KURASHIKI

体感する名建築
和の中に洋が見え隠れする倉敷美観地区。
歩いて眺めて中に入って。それは、新たな建築体験でした。
写真＝ 平野太呂

YUI KOJIMA

“丹下健三”
を端々に感じる
『倉敷市立美術館』
のエントランス。

旅人・文・イラスト＝ コジマユイ

建築好きのイラストレーター。
とくに建物のファサードを愛する。

倉敷館

現在は観光案内所

設計：小林篤二

として使われている。

竣工：1917 年

2階は無料の休憩所に。

倉敷の建築は「中に入れる」

らはわからなかった部分が見えて

歴史的な建築がたくさん集まっ

きます。階段の手すりの装飾や天

ている区域は全国にあります。で

井の造り、柱の装飾、照明、床の

も、倉敷市の中心部にある倉敷美

木材やタイル……内装にも建築家

観地区の建築は、ただ見て回るだ

の工夫やロマンがたくさん。その

けのものではありません。印象派

ロマンを自分の目でじっくりと見

敷民藝館』
、棟方志功の巨大な版
画に圧倒される『倉敷国際ホテル』
、
そして洗練されたユニークな丹下
健三建築である『倉敷市立美術館』
など、ほとんどがその中に入れま
す。そう、倉敷の建築の魅力は、
「体感できること」
なのです。
中に入ると、外観のデザインか

竣工 1960 年

之介のこだわりが感じられる『倉

： ：

設計 丹下健三

とのむら

『大原美術館』
、初代館長 ・外村吉

倉敷市立美術館

の巨匠たちの作品に驚かされる

市庁舎時代の「議場」
を
ホールとして改装。

大原美術館
新児島館（仮称）
やくしじかずえ

設計：薬師寺主計
竣工：1922 年

暫定オープン中はヤノベケンジ氏の
作品とショップを設置。

古い建築を残していくというこ
とは、そのままなるべく手を加え
ずにそっとしておくことではあり
ません。それぞれの建築に合わせ
て装飾を施したり、床を張り替え
たりと、倉敷の建築には手を加え

： ：

倉敷民藝館

築を介したタイムスリップです。

開館 1948 年

りして体感できるのは、まさに建

設 計 米 倉を外 村 吉 之 介が 改 装

て、階段を上ったり廊下を歩いた

て修繕 ・改築している部分がよく
見られました。時代に合わせて、
その建築の良さを大事にしながら
無理なく残していく。それが倉敷

大原美術館
設計：薬師寺主計
竣工：1930 年
印象派の作品を数多く
収蔵する。隣には
カフェ『エル・グレコ』
が。

倉敷アイビースクエア
うらべ

しずたろう

設計：紡績工場を浦辺鎮太郎が改装

紡績工場をホテルに改装。
2階に泊まると三角屋根も体感できる。

開館：1974 年

の町並みが残ってきた秘訣ではな

物が鎮座する。一見、アンバラン

いかな、と感じました。

スに見える組み合わせが、なぜか
とても町に馴染んでいました。そ

町に馴染むアンバランス

して地域のみなさんも、そんな町

美観地区を歩いているうちに、

並みを大事にしていることがなん

『大原本邸 旧大原家住宅』
と『有隣

だか嬉しくなって、自然と頬が緩

荘』
に挟まれた小道の向こうに見

み、胸があたたかくなりました。

える『大原美術館』
がとてもお気に
入りの景色になりました。2つの

竣工 1963 年

ローマの神殿を思わせる西洋の建

浦辺鎮太郎の設計も面白い。
： ：

設計 浦辺鎮太郎

た道の向こうに、古代ギリシャ・

吹き抜けのロビーには棟方志功の版画。

倉敷 国 際ホテル

和風建築の塀と塀の間に挟まれ

レトロな名店よ
永遠に

思い出に
したい店
文＝マドモアゼル・ユリア
写真＝阿部 健

回

第

福岡

4

ブルマーシャン
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ずっと来てみたかった
ブルマーシャン。
お店は 想 像を超 えた
素 敵 な空間でした
（ ユリア ）
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ロゴの雰囲気
最高です！

クリームソーダ

今

550円

回は福岡の喫茶店をご紹介します。繁華街・天神のすこし南、歴
史ある「柳橋連合市場」
近くにある「サンロード清川商店街」
のビル

の地下で半世紀以上前から営業している『ブルマーシャン』
。1970年の
テナントビルの完成と共にオープンしました。
「当初は３人で切り盛りしても追い付かないほど盛況で、大忙しだった
のよ」
と楽しそうにお話ししてくださった店主の小嶋ヤスヨさんは、実
は三代目となる店主さんで1979年にこちらを引き継いだそうです。
その当時、すでに店名は『ブルマーシャン』
だったらしく、現在その意
味や由来を知る人はいないのだとか……謎が深まりました！
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ブルマーシャンっていう
名前の由来はね、
私もわからないのよ（ 笑 ）
（小嶋ヤスヨさん）

内

装は35年ほど前に小嶋さんが
決めたそうなのですが、お店の

ロゴや、猫の置物、カーペットや音楽な
ど、すべてが懐かしくて可愛らしいので
す。お店の中に置物や小物などが並べら
れているお店って、店主さんの人柄をも
覗き見できる気がして、勝手に親近感を
覚えます。
最近ではこの可愛らしくも、なんだか
懐かしい内装に惹かれてか、若いお客
さんも多くいらっしゃるのだとか。メ
ニューには定食などもあるのですが、現
在一番の人気メニューは、この場所の懐
かしさやカラーリングと妙にマッチする
クリームソーダだそうです。

上 ／ メ ニ ュ ー に「モ ー ニ ン
グ」を見かけると、ついつい
オーダーしてしまいます。
モーニング文化、憧れます。
下／パラソルのようなシェー
ドの付いた看板。カラーリン
グもロゴもかっこいい！

マドモアゼル・ユリア
DJ、シンガー、着物スタイリスト等として
国内外で活躍中。趣味は歌舞伎観劇。

ブルマーシャン

行き方を調べる

福岡県福岡市中央区清川1-7-12
tel. 092-522-1614
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芸能界を舞台にした
「転生モノ」
のサスペンス

【推しの子】

11
赤坂アカ × 横槍メンゴ 集英社

©赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社

ジャンプ』
と『少年ジャンプ+』
にて連載中。

photographs : Ayumi Yamamoto
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超絶名場面は

のコミックス部門で1位に輝く。『週刊ヤング

次のページへ！

まれ変わる物語。「次にくるマンガ大賞 2021」

文＝ヒャダイン

産婦人科医が“推し”のアイドルの子どもに生

Page 29

1

075

今、多くの人が持つべきメンタルを提示するシーンかと思います。気持ちをすり減らす人

に問いかける「嘘はとびきりの愛 、｣そして「幸せ」は「ホントで居たい 。
｣染みる！

第一話

1

ア
｢ イドルとして 優 等 生なだけじゃ 駄 目 。
｣ そういえば、元アイドルで今輝いている人って優等生
じゃなかった人も多いよなぁ……。 一
｢人でも戦える何か 、
｣とても的を射た表現ですね。

Page 98

第四話
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んだら大間違い！

現代日本のエンタメ業界

の表と裏を“まるっと”
描きつつ、小気味よい
テンポでストーリーが展開していく快作です。
16歳のアイドルのファンである産婦人科医
が、転生してそのアイドルの子ども、すなわ
ち「推しの子」
になるというトンデモ設定です
が、それを上回るほどの展開力と“パンチラ
イン”
の連続がすごい！

芸能界に身をおく

私から見て、「これは都市伝説だよー」
という
ところと、「なんでバレてるの？」
という点も。
著者のリサーチ力には舌を巻きます。

SNSを中心に「嘘は罪」といった風潮が強く
なっている気がします。嘘をついて不倫する
とかは責められてもしゃあないかもですが、
フィクション作品すら「嘘」
とするのは大変危

夢 を 見るための
「 嘘 」を明 確に

芸能界は、所詮「虚構の世界」。しかし昨今、

険。この作品は夢を見るための「嘘」
を明確に
させ、デリケートになり過ぎている社会に警
鐘を鳴らしていると感じます。

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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会に警鐘を
り過ぎている社
デリケートにな

現 代 日 本のエンタメ業 界の
表と裏 を 描く快 作！

「最近増えたアイドルものかー」と思って読

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。

2

FEB

今月の
ANAカレンダー

バッセルトン桟橋（パース国際空港から車で約2時間40分）

2

月のロケーションは

オーストラリア・パース

今月は私が
担当します

今月のナビゲーター

ANAパース支店

横道社員

出身地：福井県
趣味：カフェ巡り、DIY
一番好きな観光地：ニュージーランド

渡豪して10年。西オーストラリア
州には約1万2000種のワイルドフ
ラワーと珍しい固有種の動物が
存在します。さらに、暖かい気候
と人柄、自然と都会、異文化の共
存、知れば知るほど魅了されるも
のばかりです。
Ⓒ Scott Slawinski

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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ルーウィン岬灯台

高さ39mは
豪州最大！

# 横道社員オススメスポット
西オーストラリア州の最南西端の岬
にそびえる灯台に上れば、インド洋
と南極海、２つの海を眺めることが
できます。5月〜９月頃になるとホ
©Tourism Australia

エール・ウォッチングも可能！

スワンバレーのワイナリー

空港から車で
20分圏内

# 横道社員オススメグルメ
スワンバレーは西オーストラリア州
で歴史のある良質なワインの産地。
パースの人たちの週末のお楽しみは
ワイナリー巡り。ライヴ音楽や食事
とともにワインをご堪能ください。
掲載地のおトクな情報の詳細は
カレンダー特設ウェブサイトをご覧ください。
来月は、愛媛県！
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ANA TOMORROW
ANAがお届けする未来への挑戦

2

Febr uar y

ANAグループは、日本最大級の訓練施設「ANA Blue Base」を
一般公開し、
「見学×体感」ツアーを開始しました。
写真＝ 阿部雄介

ANAの仕事の舞台裏
をぜひご覧ください

今月のチャレンジャー
ひたか

日髙かおり
ANAホールディングス 広報・コーポ
レートブランド推進部所属
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Challenge

京都大田区に2019年に竣工したANAグルー

東 プの総合トレーニングセンター「ANA Blue
Base」
。ANAでは、オープン当初から構想していた
「見学×体感」
ツアーを2021年12月より開始しまし
た。客室乗務員や整備士など主要な6つの職種の訓
練中の様子や訓練施設を一度に見学できるのは、日
本のエアラインでは初めての試みです。安全の堅持
に取り組み、サービス・品質向上に努める「あんし
ん、あったか、あかるく元気！」
なANAグループ社
員の原点を体感していただくことで、お客様の安心
につながればと考えています。

A380型機のモデルプ
レーンなど、限定グッズ
も展示しています。

A N A グループの総 合
トレーニングセンター
「ANA Blue Base」

ANA Blue Base
Tour サイト
（ ご予約フォーム ）
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国内エアライン初の見学ツアーに

日髙の

ANA現役社員がご案内します

日髙の

Take off!
分間のツアーは、空港の出発ロビーを模したエン

90 トランスからスタートし、ANAグループ現役社

員（ナビゲーター）
が施設をご案内します。全面ガラス張
りの見学専用エリアからは、緊急着水訓練やフライトシ
ミュレーターによる訓練など、実際の訓練の様子をご覧
いただけます。また体感ブースでは、コックピットから
見える映像を通してパイロットの訓練を疑似体験。好評
のフォトスポットもぜひお楽しみください。

STA RT

ANAの歴史を
6分間の映像で
ご覧いただけます

エントランス

フォトスポット

ラウンジ

体感ブース
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見学専用エリア

日髙の

アーを企画するにあたり、6つの職種の訓練内容や専門

ツ 知識の理解を深めるため、それぞれの部署を訪れ何度も
ヒアリングや議論を重ねてきました。一つのものを創り上げる
には、人とのつながりが何よりも大切であることを実感してい
ます。また、家族との会話も大切に。子どもの発想から新たな
気づきをもらうこともあります。未知への好奇心はずっと持っ
ていたいですね。そして、その好奇心を刺激する「ANA Blue
Base」
が空港や機内に加え、お客様との新たな出会いの場にな
りますように！ 「見学×体感」
ツアーを通じて、お客様にANA
の新しい一面を発見していただけると嬉しいです。
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お客様との新たな出会いの場に！

私の﹁挑戦」への原動力

1

人とのつながり

2

子どもとの会話

未知への好奇心

3

TOMORROW

ANA GROUP INFORMATION
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【 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3月1日（火）～3月26日（土）ご搭乗分

路線

運賃額

東京（羽田）─ 札幌（新千歳）

11,400円＊1 ～ 28,600円
8,400円＊2 ～ 16,300円

東京（羽田）─ 大阪（伊丹・関西・神戸）

14,500円＊3 ～ 31,100円

東京（羽田）─ 福岡
大阪（伊丹・関西・神戸）─ 札幌（新千歳）

9,200円＊4 ～ 38,000円

大阪（伊丹・関西・神戸）─ 沖縄（那覇）

10,500円＊5 ～ 35,000円

福岡 ─ 沖縄（那覇）

18,700 円＊6 ～ 27,300円

＊1 11,400円は新千歳発羽田着のみ、 ＊2 8,400円は関西発羽田着のみ、 ＊3 14,500円は羽田発福岡着のみ、 ＊4 9,200円は
関西発新千歳着、新千歳発関西着のみ、 ＊5 10,500円は伊丹発那覇着、那覇発 伊丹着のみ、 ＊6 18,700円は福岡発那覇着のみ
の設定となります。
※上記各路線の運賃例は、2021年12月17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。

084

ANA
SUPER
VALUE

ANA GROUP INFORMATION

02

【 国内旅行／キャンペーン 】

庄内においしいもの食べにいGO

ANAでは、
「庄内においしいもの食べ
にいGOキャンペーン」を実施しています。
期間中、東京（羽田）― 庄内線ご搭乗時
にお渡しするピンクのご搭乗案内を庄内
地域の指定の飲食店でご提示いただく
と、割引や特典が受けられます。羽田空
港から約60分！ 庄内でおいしい冬の味
覚をぜひお楽しみください。
▶ 対象の路線：東京（羽田）発─庄内着便、庄内発─東京（羽田）着便
▶ 期間：2022年5月31日（火）搭乗分まで

キャンペーン
詳細

詳しくはANAウェブサイトをご覧ください。

03

【 キャンペーン 】

効率よくマイルを貯める「ANA Pocket Pro」がおトク！

モバイルアプリ「ANA Pocket」のANA
Pocket Proメンバーになると、ハズレな
しの「マイルガチャ」でマイルが当たりま
す。最大で10,000マイルが当たり、特典
航空券などに交換していただけます。
「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メンバーの月額料金が、入会月無料になります。
▶ 対象者：ANAカード会員かつ、初回お支払い時にプロモーショ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
プロモーションコード（2XKTS2U1）を入力

ANA
Pocket
Pro

詳しくはANAウェブサイトをご覧ください。

085

ANA GROUP INFORMATION

04

【 ANAグループ 】

ANAブランドのホテル４軒が東北エリアに開業
あっ

ぴ

国内有数のスキーリゾート岩手県・安

比 高 原 に3つ のANAホテル（ANAイン
ターコンチネンタル 安 比 高 原リゾート、
ANAクラウンプラザリゾート安比 高原、
ANAホリデイ・インリゾート安比高原）
が誕生。各ホテルと大館能代空港の間は
＊
シャトルバスを運行中です。
また、JR秋

田駅近くにも『ANAクラウンプラザホテ
ル秋田』を開業しました。東北でのご滞
在に、ANAホテルをぜひご利用ください。
ANAインターコンチネンタル安比高原リゾート

＊ 各ホテルの開業日やシャトルバスの運行の詳細は、ホテルの
公式ウェブサイトをご確認ください。

詳しくはIHG・ANA・ホテルズグループジャパンウェブサイトを
ご覧ください。
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IHG・ANA・ホテルズ

【 サービス 】

雑誌・新聞をANAアプリでご提供しています！

ANAアプリの電子書籍サービス「eラ
イブラリ」では、機内誌『翼の王国』や雑
誌に加え、31種類の新聞をご覧いただけ
ます＊。各種雑誌や新聞は、ご搭乗便出
発予定時刻の24時間前からご到着予定
時刻の24時間後までダウンロードが 可
能です。出発前の搭乗ゲートやご滞在先
など、時間や場所を問わずお楽しみいた
だけます。お客様ご自身のデジタル端末
で、より幅広いラインアップのデジタルコ
ンテンツをお楽しみください。

＊対象には条件があります。 ※画像はイメージです。

翼の王国・
eライブラリ

詳しくはANAウェブサイトをご覧ください。
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【 ニュース 】

航空会社5社による事業組合『EAS LLP』が
九州の離島の食と文化を共同プロモーション

ANAは、2019年に『天草エアライン』
、
『オリエンタルエアブリッジ』
、
『日本エア
コミューター』、
『日本航空』とともに地域
航空サービスアライアンス有限責任事業
組合『EAS LLP』を設 立しました。この
たび、共同プロモーションとして、九州の
離島の魅力をご紹介します。
壱岐：麦焼酎発祥の地

肥沃な土地で室町時代には米作りが
盛んでしたが、厳しい年貢で米は残らず、
そこで、麦を主原料に米麹を使い、麦焼
酎を造り始めました。その“麦”の文化は、
今や世界も認める“壱岐ブランド”に。
熊本県天草地域：しめ飾り

天草地方には、一年中しめ縄を飾る風
習があります。その由来は定かではありま
せんが、キリシタン弾圧下、キリスト教信
仰を隠すために、正月飾りのしめ縄を軒
先に飾っていたといわれています。
奄美群島：アイランドホッピング

西郷隆盛が島流しを命じられ、奄美大
おきのえらぶ

島、徳之島、沖永良部島で過ごしたこと
をご存じでしょうか？ 途中、屋久島や喜
界島にも立ち寄っていて、まさにアイラン
ドホッピングの先駆者です。
詳しくはEAS LLP Facebookページをご覧ください。
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【 サービス 】

健康メニューを一新！ 初のコラボレーションメニュー登場
空の旅でもお食事に選択肢を

髙山英紀氏

画像はイメージです

ANA国際 線では、すべてのお客様に、 英紀氏です。髙山氏はかねてより健康食
安心でおいしいお食事をお楽しみいただ

や介護食などにも積極的に取り組み、幅

けるよう、多様な食習慣に寄り添ったお

広いお客様の嗜好に寄り添ったメニュー

食事など20種以上の特別機内食をご用

の考案に尽力されてきました。

意しています。

今回は、髙山氏とANAシェフの総力を

ザ・

10月1日より、一部のお食事に「THE

結集し、カラダにやさしいメニューが完成

＊１
CONNOISSEURS」
メンバーとのコラ

しました＊2。ご自身のお好みや食習慣に

コノシュアーズ

ボレーションメニューをご提供しています。 合わせ、ぜひ幅広い選択肢から機内食を
メニューを手掛けるのは、“料理のオリン

お選びください。

ピック”と称されるボキューズ・ドール国

＊1 国内外の著名シェフ、お酒のプロフェッショナルに加え、世

際料理コンクール アジアパシフィック大
会において、日本チームを率いて2度の

界のエアラインでも屈指のレベルを誇るANAシェフで編成され
たチームを指します。 ＊2 低糖質のお食事については、日本糖
尿病協会の監修です。ご安心のうえお楽しみください。

優勝を収めたフレンチの名シェフ、髙山
▶ コラボレーション対象の特別機内食：
低糖質のお食事（DBML）、低塩のお食事（LSML）、低脂肪のお食事（LFML）、
低カロリーのお食事（LCML）
▶ 対象路線：ANA運航便日本発国際線

※ご搭乗便出発予定時刻の24時間前までにご予約が必要です。

特別機内食
詳細

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

これからは、飛行機のご利用に加えて対

たなステイタス獲得条件と特典が加わり

象サービスをご利用いただくと、ステイタ

ます。これまでは、飛行機のご利用によ

ス獲得や上位ステイタスへのランクアッ

るプレミアムポイントのみ対象でしたが、 プにつながります。
1

日常生活でのご利用分もステイタス獲得の対象に

飛行機のご利用による獲得プレミアムポイントに加え、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。
2 「ダイヤモンドサービス」+More特典

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「ダイヤモンドサービス」メンバーのお
客様に、通常特典に加え、さらに2つの特典をご提供します。
●

マイルからANA SKY コインへ特別レート（2倍）で交換。

●

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。

3

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りマイルが通常の3倍積算されます。
▶ 適用開始日： 1 2 2021年12月16日（木）～

3

2022年4月ご利用分〜

＊ 飛行機の利用以外の買い物など生活におけるさまざまなサービスの総称です。

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マイレージクラブ会員限定／ニュース 】

ANA国内線特典航空券
「乗れば乗るほどマイルバックキャンペーン」

ご好評につき、マイルバックキャンペー
ン第２弾を開催。期間中、参加登録のう
え、ANA国内線特典航空券を4区間以上
ご利用いただいた方へ、ご搭乗区間数に
応じてマイル数の一部をお戻しします。
▶ 予約発券期間：2021年12月13日（月）～2022年3月25日（金）

▶ 参加登録期間：2021年12月13日（月）～2022年3月26日（土）
▶ 対象搭乗期間：2022年1月6日（木）～2022年3月26日（土）

※「今週のトクたびマイル」、
「いっしょにマイル割」、
「ANAにキュン！」の特典航空券については、キャンペーンの対象外です。

詳しくはANAウェブサイトをご覧ください。
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詳細

【 ANAマイレージクラブ会員限定／ニュース 】

国内線特典航空券「今週のトクたびマイル」

「 今週のトクたびマイル」は、通常よりも
少ないマイルでANA国内線特典航空券
をご利用いただけるおトクなサービスで
す。週替わりで発表になる対象路線の中
からお好きな旅先を選び、片道3,000マ
イルからご利用可能です。ご搭乗日前日
までご予約いただけます。
▶ 対象路線発表日時：毎週火曜日12:00

▶ 予約発券期間：毎週水曜日0:00〜翌週火曜日23:59
▶ 搭乗期間：毎週木曜日から1週間

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マイレージクラブ会員限定／キャンペーン 】

「ANAマイル付き外貨定期預金チャレンジ」実施中

ANAでは期間中、ANAマイル付き外貨
定期預金の新規預け入れで、抽選で20
名様にPlayStation ® 5が当たるほか、最
大8,000マイルをプレゼントするキャン
ペーンを実施しています。外貨を預けるだ
けでおトクにマイルが貯まるこの機会に、
ぜひお申し込みください。
▶ キャンペーン期間：2022年1月13日（木）～3月31日（木）
※マルチカレンシーデビット「ANAマイレージクラブ ／ Sony Bank WALLET」を保有している方限定の商品です。満期まで保有す
れば、預金利息のほかにマイルも受け取ることができます。

詳しくはANAウェブサイトをご覧ください。

ANAマイル付き
外貨定期預金
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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→兵庫

北海道

北海道

千葉県

「鮭の聖地」

「源泉51℃かけ流し」

「癒しの天然温泉」

北海道最東端の地、根

湧出量は北海道屈指の

ミネラルのヨウ素を含

室海峡沿岸。ここは鮭

毎 分 約1150ℓ、加 水・

む白子温泉は「黄金の

に笑い、鮭に泣いた人

加温なしの源泉かけ流

湯」といわれ、美 肌 効

の歴 史と文化、そして

し。
「熱の湯」とも呼ば

果・保湿効果や疲労回

誇りがあふれた「 鮭の

れるながぬま温泉は保

復、関節痛や皮膚病な

聖地」です。

温効果が特長です。

どの効能があります。

標津町役場
商工観光課

ながぬま温泉

白子町観光協会

☎0153-85-7246

☎0123-88-2408

☎0475-33-2117

富山県

大阪府

兵庫県

「富山湾のホタルイカ」

「難易度A級の観光を」

「ご飯を楽しむ米びつ」

富山県では、きときと

世界文化遺産に登録さ

大正時代から続くバケ

（新鮮）でまるまると肥

れた古墳群のまち・藤

ツメーカーの職人が手

えたホタルイカの刺し

井 寺 市。ウェブサイト

作業で仕上げる米びつ。

身をご賞味いただけま

にて地元民がオススメ

二重のフタでお米を長

す。富山で旬の味 覚を

する観光難易度A級ス

くおいしく保 存します。

お楽しみください。

ポットをご紹介します。

画像はお米5kgサイズ。

富山県観光振興室

藤井寺市観光課

渡辺金属工業
株式会社

☎076-444-3200

☎072-939-1086

☎079-297-7100
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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 奈良→鹿児島

奈良県

和歌山県

岡山県

「奇跡のまち・今井町」

「わかやまポンチ」

「旧矢掛本陣」

伝統的建造物を保存し、

名 産 の 梅 の 甘 露 煮や

全国で唯一、旧本陣と

江 戸 時 代 の 情 緒と 風

シロップが使われたフ

旧脇本陣の両方が国の

情を残す橿原市今井町。

ルーツポンチ。旬の果

重要文化財に指定され

まるでタイムスリップし

物とともに、和歌山の

ています。旧山 陽 道の

たかのような雰囲気を

魅力が詰まった一杯を

宿場町として栄えた町

味わうことができます。

ぜひご賞味ください。

並みをご覧ください。

（一社）
橿原市観光協会

提供先一覧

やかげ

（一財）矢掛町
観光交流推進機構
☎0866-83-0001

☎0744-20-1123

長崎県

鹿児島県

「ぽかぽかキャンペーン」

「ボツニュー感

「絶品! 鹿児島グルメ」

期間中、高知市の最高

NAGASAKI」

黒 豚しゃぶしゃぶはも

気 温 が10 ℃ 未 満 の日

旅をするなら、実際に

ちろん、芋焼 酎やさつ

に県内の対象施設に宿

行かないと味わえない

まあげ、キビナゴやカ

泊された方に、抽選で

“没 入 感”を。長 崎 の 奥

ンパチなどの魚も絶品。

高知の選べるおいしい

深さに夢中になれる新

衝撃のおいしさをぜひ

逸品が当たります。

しい旅を提案します。

堪能してください。

高知県

ぽかぽか
キャンペーン事務局

（一社）
長崎国際観光
コンベンション協会

鹿児島市
観光プロモーション課

☎088-856-6280

☎095-823-7423

☎099-216-1344

※イベント情報は変更になる可能性があります。
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12

【 ニュース 】

「ANAこころの森プロジェクト2021」

ANAグル ープ は2012年 より環 境 保
全・復興支援を目的とした活動「ANAこ
ころの森プロジェクト」に取り組んでいま
す。毎年、ANAグループ社員が宮城県・
南三陸町を訪れ、震災の教訓を学び、豊
かな森づくりに向けた活動を実施してい
ます。適切な間伐などの土壌整備を行う
ことで、森や生き物の生態系が守られま
す。ANAグループは環境保全に向けた取
り組みを推進し、これからもSDGsの達
2021年11月の活動の様子

成に貢献していきます。
詳しくはANAグループウェブサイトをご覧ください。

ANAこころの森
プロジェクト

「お客様の声」にこだわっています
海外旅行には行けないけれど、ビジネスクラスの機内食が食べたい！

ANA国際線ビジネスクラスの機内食の販売を開始しました
国際線エコノミークラス機内食販売の
ご好評と、さらなるご要望にお応えして、
昨年より国際 線ビジネスクラスの機内

2021年11月に販売さ
れた「ANAビジネスク
ラス機 内 食 ハンバー
グステーキセット」

食販売を開始しました。詳しくは、ANA
公 式 E Cサイト「ANA STORE ／ ANA
ショッピング A-style」
「
、ANA公式ギフト

詳細

ショップ楽天市場店」をご覧ください。
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）

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。
※機内にはご意見をご記入いただ
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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117ページ

Answer on page 117
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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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詳細

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.

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.

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
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.

103

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
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.
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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.

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

Diamonds（ダイアモンド）

〈ヒロインたちの音楽〉

プリンセス プリンセス

（ソニー･ミュージックダイレクト）

マスカレード／This Masquerade
カーペンターズ／Carpenters

（ユニバーサル ミュージック）

胸キュン・ラブ
ソング特集

JAPANESE MUSIC

演歌・歌謡～心のふるさと～
岸 洋子

初恋

村下孝蔵（ソニー･ミュージックダイレクト）

Rossini: La Cenerentola (Cinderella) – Overture

ボーン・トゥ・ラヴ・ユー
／I Was Born To Love You

プッチーニ：歌劇
《ジャンニ・スキッキ》
私のお父さん

（ユニバーサル ミュージック）

久保田利伸

ワーグナー：楽劇
《ワルキューレ》
ワルキューレの騎行

（ソニー・ミュージックレーベルズ）

麻丘めぐみ

Wagner: Die Walküre
Der Ritt der Walküren

外は白い雪の夜

（ビクターエンタテインメント）

吉田拓郎

君をのせて

パリ管弦楽団 / ダニエル・バレンボイム
（指揮）

（フォーライフ ミュージックエンタテイメント）

沢田研二

スメタナ：連作交響詩
《わが祖国》
第3曲 シャールカ

ホーリー&ブライト

（渡辺音楽出版）

逢いたくて逢いたくて

ゴダイゴ

Smetana: Má Vlast (Mein Vaterland)
3. Sarka

（日本コロムビア）

園 まり

（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）

Puccini: Gianni Schicchi
O mio babbino caro

アンナ・ネトレプコ
（ソプラノ）
ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 / ヤデル・ビニャミーニ
（指揮）

TIMEシャワーに射たれて

芽ばえ

ロッシーニ：歌劇《チェネレントラ
（シンデレラ）》序曲
ヨーロッパ室内管弦楽団 / クラウディオ・アバド
（指揮）

ひとりじゃないの
天地真理

Gounod: Roméo et Juliette
Ah, Je veux vivre

石川ひとみ（渡辺音楽出版）

フレディ・マーキュリー／Freddie Mercury

（キングレコード）

グノー：歌劇
《ロメオとジュリエット》
私は夢に生きたい

ジョーン・サザーランド
（ソプラノ）
コヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団
フランチェスコ・モリナーリ＝プラデッリ
（指揮）

まちぶせ

夜明けのうた

（渡辺音楽出版）

CLASSICAL MUSIC

旅するクラシック

Music Travel-70's & 80's

ボストン交響楽団 / ラファエル・クーベリック
（指揮）

聴き比べ
コーナー

ビゼー：歌劇《カルメン》
セビーリャの城壁の近く
（セギディーリャ）
Bizet: Carmen – Près des remparts de Séville

北酒場

●ジェシー・ノーマン
（ソプラノ）
フランス国立管弦楽団 / 小澤征爾（指揮）
●テレサ・ベルガンサ
（メッゾ・ソプラノ）
ロンドン交響楽団 / クラウディオ・アバド
（指揮）

細川たかし

（日本コロムビア）

JAPANESE TALK SHOW

ふりむかないで

全日空寄席

ハニー・ナイツ

（テイチクエンタテインメント）

〈UNIVERSAL MUSIC Recommends〉

J.S.バッハ：ソナタ第1番 ト短調 BWV1001（抜粋）

粋曲

おもいで岬

J.S.Bach: Violin Sonata No.1 in G Minor, BWV1001 <excerpt>

柳家紫文

新沼謙治

諏訪内晶子（ヴァイオリン）

（2007年10月5日、
東京・イイノホールにて収録）

（日本コロムビア）

落語「風呂敷（ふろしき）」

熱き心に

柳家紫文

監修：飯尾洋一

〈全曲 ユニバーサル ミュージック〉

三遊亭遊雀

小林 旭

（ユニバーサル ミュージック）

（2015年10月4日、
東京・イイノホールにて収録）
三遊亭遊雀

※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

©テレビ朝日

神様に選ばれた試合 -ANA特別編集版God's chosen game -ANA Special Edition-

羽生結弦はいかにして羽生結弦を超えたのか。
フィギュ
ア史に刻まれる“伝説の世界最高得点”が誕生した秘話
を、羽生が自ら明かします。
How did Yuzuru Hanyu surpass his already outstanding level? He talks
about what enabled him to reach the pinnacle of world figure skating.
音声

日本語

AUDIO TRACKS

Japanese

字幕

英語

SUBTITLES

English

©NHK

Japan Seasonal Journey
冬から春へ
From Winter to Spring

春の京都や吉野山など関西を中心に、
季節の移ろいを
色鮮やかにご紹介します。
Bringing to life the changing seasons mainly in the
Kansai region, including Kyoto and Yoshino Mountain
in spring.
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.

45年振りの津和野
3年前の春、萩・石見空港からバスを乗り継いで、
島根県の津和野へ行った。学生時代に訪れたとき
はもう少し活気があったが、この日は閑散とし
ていた。翌朝、稲成神社や永明寺へ行った。『日
from : 千葉美枝子

本遺産センター』
では「津和野百景図」
の話を伺い、
町の人が津和野を誇りに思い、大切にしている気
持ちが伝わって、津和野の魅力は永遠だと感じた。

祖父との記憶
1998年、佐賀県に初めて空港ができたと聞き、開
港記念イベントに祖父と向かった。グランドスタッ
フから団扇をもらい上機嫌で滑走路に足を踏み入れ
た。当時の私は6歳で、空港の存在を認識していな
かったが、そのスケールの大きさに驚いたことを鮮
明に覚えている。そして、祖父が旅立ち6年経った
今でも、楽しい思い出として心の中に残っている。

from : 濱田康弘

食の旅
2020年の年末に治療のため入院。その後、介護老
人保健施設に入った。息子から送られてきた『翼の
王国』
1月号で目にしたのは「愛知・味噌ワンダーラ
ンド」
の特集。戦後の20年、岡崎市で過ごした私は、
「みそかつ」
に興味を持ち、随想を書いた。飛行機で
from : 伊藤邦夫

国内の旅を楽しめる日を夢見て、まずは通販。特集
を見ながら“食の旅”
を楽しんでいこうと思う。
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父の愛読書
先日実家に帰った際、「機内で『翼の王国』
を
貰ってきてほしい」
と父に言われた。座席前
にあったあの雑誌は、サイズが小さくなって、
希望すれば機内で頂戴できるのだ。父はペー
ジをめくるたび、遠い異国の地に思いを馳せ、

from : 津金瑠麻

旅行気分を味わっているのだろう。大好きな
父を、『翼の王国』
で特集された場所にいつか
連れて行けたら、と思う。

新しい出会いに感謝！ 感謝！！
4月に異動し、大阪＆福岡を担当することに。
東京の自宅や福岡へ行く際は、やはり移動時
間が短く、大好きな飛行機に乗れるというこ
とで、ANAにたくさんお世話になることに
なりました。毎週のように同じ便の同じ席に
座ると、同様に毎週のように隣席に座る方と

from : 松田裕也

機内友達になり、いろいろとお話をして楽し
い移動時間となっています。

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】（10名様）
マナー豆シリーズ
箸づかいを楽しく学べる玩具

【B賞】（10名様）
ココン・ラボ

【C賞】（2名様）
A380 モデルプレーン

シルクから生まれた

FLYING HONU ANA

ボディケアギフトセット

ブルー 1/500サイズ

応募締切：毎月月末
当選者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

4
9
1
2
5
7
6
8
3
4

7

3
4
6
8
2
1
3
9
5
7

7
5
3
4
8
9
6
1
2

6
2
5
7
4
8
3
9
1

No.632

3
4
1
9
2
5
7
6
8

8
7
9
3
6
1
2
4
5

2
3
7
6
5
4
1
8
9

1
9
4
8
3
7
5
2
6

5
8
6
1
9
2
4
7
3
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