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致辞

全日空航空公司
代表取缔役社长

井上 慎一

真不愧 是 夏 威夷！

承蒙您今日惠顾ANA航班，深表感谢。
转眼就6月了。是不是已经有很多朋友开始对即将到来的
真正夏天跃跃欲试了呢？急性子的人已经去了海水浴场正式
开放的冲绳本岛、宫古岛和石垣岛等南方岛屿了。我的家乡也
离海不远，直到现在一到6月我都会感到无比兴奋。
说到夏天，当然就要提到“夏威夷”。在这海外旅行备受
限制的两年里，很多旅客都在呼吁希望尽快恢复夏威夷游。这
让我进一步意识到，夏威夷在日本有多么受欢迎。
平均气温25度，温暖干燥的气候以及雄伟壮丽的大自然
应该就是夏威夷的最大魅力吧。除了海洋，还有山峰。夏威夷
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的大自然营造出能让人放下肩头负担的温柔平和气氛，将我
们从疫情的压力中解救出来并治愈我们的心灵，让我们重新
意识到一种无可比拟的“旅行的价值”。
以尤克里里演奏的夏威夷音乐、夏威夷米堡、甜品巴西莓
碗以及夏威夷草裙舞等独特的文化也令无数游客乐不思蜀。
尤其是草裙舞，每年复活节起为期一周的“快乐君王节”作为
全球规模最大的活动，如今不仅是草裙舞粉丝，也成为深受全
世界夏威夷文化粉丝喜爱的一大盛事。
夏威夷的冲浪旺季则是冬季（11月至次年4月），座头鲸观
赏活动等也是在冬季，因此除了夏天，全年都拥有丰富多彩的
观光资源这一点或许也是夏威夷的一大魅力所在。
夏威夷人一直都非常注重与大自然和谐共处，认为大自然
中栖息着“Mana”（夏威夷
语，意为“精灵、神力”）。
这种与日本人相似的价值
观，对日本人来说或许也
很有吸引力。本公司因海
龟设计而为大众所熟悉的
空 客 A 3 8 0 客 机 ，其 爱
称“FLYING HONU”中
的“HONU”在夏威夷语中
Hawaii Tourism Authority（HTA）／Tor Johnson
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意味着“海龟”，被视为能
够驮来幸运的象征。
另一方面，这两年似
乎也让夏威夷人对旅游有
了不同的认识。“游客减少
后，鸟儿们都回来了”、“海
水又变清了”、“花越来越
多了”等等，夏威夷各地的
自然环境都发生了明显的

Island of Hawaii Visitors Bureau（IHVB）
／Kirk Lee Aeder

变化，这些变化不仅唤起
了夏威夷人的环保意识，也让大家对“后疫情时代的旅游风
格”产生了极大关注。
在刚刚过去的4月，本公司率先于其他公司推出了夏威夷
旅游产品。随着海外旅行限制的放宽，我们衷心希望能够尽快
回应日本民众的热情呼声。同时，也为了回应夏威夷民众的期
望，我们会努力提供环保型旅游产品。
新冠疫情改变了世界对旅游的认识。本公司将根据这些
变化，对夏威夷乃至其他目的地提供让大家心满意足的旅游
产品。衷心希望最近的夏威夷旅游热，能够促使大家回想起
海外旅行的精彩与美好。
今后也请继续对ANA集团多多惠以支持和关注。
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佳汤寻访
活力篇
图=Hiroyuki Suzuki
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大分县

文＝泡汤爱好者井上英树

铁轮蒸汤（鉄輪むし湯）

四处都是蒸汽弥漫。利用蒸汽而设计的
天下无双的蒸浴就在大分县别府。
别府有一种与桑拿大国芬兰相比
也毫不逊色的传统蒸浴。
包围在用蒸汽蒸过的药草散发的热气中，
谁能抗拒这种温浴！马上出发前往别府吧！
大分县别府市铁轮上1组
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tel. 0977-67-3880

蒸

汽、蒸汽、蒸汽。走在别府市的铁
轮温泉街上，四处都是蒸汽弥漫。

用这种蒸汽烹制的“地狱蒸”（这名字简直
不得了！）也颇受欢迎。似乎整个温泉都
在 向 我 们 招 手 呼 唤 。相 传 铁 轮 蒸 汤
“Kannawa Mushiyu”开设于13世纪，历
史十分悠久。明明是温泉街，却号称“蒸

好气派！

汤”。听上去真是自信啊，必须得去试试了。
我先在浴室里冲洗了身体，然后换上浴衣等待着。听到工作人
员的呼唤后，我打开方木门进入一片漆黑之中。热气迎面而来，瞬间
被一片香气包围。等眼睛适应了眼前的黑暗之后，能够看出地板上
铺满了药草（石菖蒲）。香气就是由此而来。据说石菖蒲能够发汗，
对支气管很有好处。屋里有石枕，所以我躺了下来。一躺下就感觉
更加舒服了。以蒸汽加热的石头地板和蒸过的石菖蒲的香气包裹着
我的身体。啊，我好像正在与蒸汽融为一体。我该怎么表达这种舒
适感呢。像是婴儿躺在母亲腹中，又像是悬浮在宇宙中。我的身体
和大脑在愉悦中开始睡意朦胧。就在此
时，木门打开，耳边传来工作人员“8分钟到

贵重的石菖蒲的仓库。
香气怡人

啦！”的喊声。马上出去吗？还是再待2分钟
呢？我回说“再待一
会儿”，于是木门再
次关上。我的身体
马上融 入黑暗，漂
浮在黑暗之中。

撰稿人／泡汤爱好者。特长是能用指尖测量水温。最喜欢15℃的冷水浴。

007

坐上火车,
驶向清迈。
008

夜晚来临，随着哐当哐当声慢慢启动的卧铺火车
逐渐驶出城市，在月色中从曼谷一路向北驶去。
第二天清晨就能抵达让人心旷神怡的古都清迈。
接下来就跟我来一场旅情浓郁的复古火车之旅吧。

文＝平原千波

摄影＝明石直哉
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协调＝相田Minori

从曼谷到清迈的卧铺火车每天两班，分别是18点10分出发、次日清
晨7点15分抵达的No.9车次和19点35分出发、次日清晨8点40分抵
达的No.13车次。火车将用约13个小时驶过751公里远的路程。车
厢等级分为一等车厢、上下铺式二等车厢和仅有座席的三等车厢，
费用因出发时间和有无空调设备而异。此次我乘坐的是2016年起
投入运营的新型火车No.9的二等空调车厢，费用为上铺941泰铢，
下铺1041泰铢。
※１泰铢约合0.19人民币（2022年3月时）。

Thailand

Chiang Mai
Den Chai

Phitsanulok
Nakhon Sawan
Lop Buri

Bangkok
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17 : 00
泰国最古老的车站
让我期待不已。

华南蓬火车站于1916年开始启用，依照德
国法兰克福火车站而建的拱形建筑洋溢
着一派旅游风情。
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17 : 30

去清迈的
火车票要
在哪儿买呢？

进入车站后左手边就是售票处。因为
卧铺火车非常受欢迎，所以建议提前
通过泰国国家铁路局官网预订。
泰国国家铁路局
https://www.railway.co.th

17 : 45
盒饭自然是
泰式罗勒肉
臊饭啦。
受 新冠疫情 影响，餐车
目前暂停服 务。别忘了
在车站或车站附近的商
店买好盒饭哦。

马上就要出发啦。
:
18 00

发车时间越来越近，即将开始的旅程让我满心雀跃。
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18 : 15

火车刚一启动，
天色就开始变暗了。

19:00

晚餐时间好开心。

车窗外的风景逐渐融入
黑夜中。静下心来看看
书好了。

我吃着在站前食堂购买的泰式罗勒肉臊饭，愉悦地享受着期待已
久的晚餐时光。在火车上吃饭似乎比平时更加美味也更加打动内
心。当作零食准备的瓜子也进一步渲染了旅思游绪。
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21 : 00

居然是列车员来帮忙整理床铺。
二等车厢在平时是面对面式的座位。只见列车员拉下上铺，滑开座
椅变成下铺，然后在床垫上铺上床单......一整套动作利落得令人惊
讶，床铺瞬间就出现在了眼前。随着车厢的轻轻晃动，我也逐渐沉
入梦乡……

06: 45

“火车将于30分钟后抵达清迈”的
天色渐亮，
广播唤醒了我，朝车窗外望去，只
清迈越来越近。 见一片与大城市曼谷截然不同的
恬静自然风光展现在我的眼前。
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07 : 15

比曼谷清冽的空气让我意识到自
清迈到啦！
己来到了北方。
感觉好安闲啊。

卧 词就会对旅游充满向往呢。虽

预想中的还要舒服。

然如今这个年代里，搭乘飞机的话，泰

逐渐变得恬静安闲的田园风光，一边享

国国内任何地方都只需1个小时左右即

受着提前买好的盒饭，简直就是人生至

可抵达，但说到旅途的浪漫，那么火车

福一刻。很快列车员走过来利落地整理

则无任何交通工具能敌。

起床铺，到晚上9点左右就已经完全准

铺火车—为什么一听到这个

我一边望着离开大城市后，车窗外

我此次的古都清迈之行，是从采用

备好了上床入睡。宽敞的床铺、舒服的

独特的拱型设计、曼谷最为古老的枢纽

床垫、整洁的毛毯—拉上帘子就形成

火车站“华南蓬站”开始。这处复古火车

了一处舒适的私人空间。本打算趁夜看

站在一百多年来迎来送往了繁星般不

看书，结果火车的轻柔摇动让我不知不

可胜数的旅客，宛如时光静止的气氛格

觉 沉沉 入 睡……一 夜 好 梦后，7点1 5

外能诱发旅人们的乡愁。

分，行驶了约13个小时的火车准时抵达

18点10分开往清迈的No.9次火车

了清迈站。

是2016年起投入运营的新型车辆。宽

不知为何我心里涌起一阵完成冒

敞 的 座 椅 下 方 可以 轻 松 收 纳 大 件 行

险的成就感，但香甜的睡眠也让我精神

李，而且每个座位都设有电灯和电源，

百倍。接下来就好好逛逛清迈吧！

洗面台和厕所也是干净整洁，环境比我
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07 : 30
古都清迈
显得无比安闲。

我首先来到了适合街头漫步的地方— 被城墙和
护城河所包围的老城。方圆约1.5公里的老城内散落
着众多寺院。
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07 : 45
首先要吃早饭。
我以热门饭馆的粥
开始了一天的行程。
一大早便挤满本地食客的饭馆十分热闹，浓稠的粥
味道十分柔和。有时候会早早就卖光。
Joke Nai Toh

tel.（+66）061-684-0605

08 : 30
在古都清迈
的街头信步闲游。
我参拜了清迈等级最高的寺院“帕辛寺”等名寺古
刹，寻访寺庙的时光总是感觉内心沉静祥和。

10 : 00
以寺院的按摩
缓解旅途的疲劳。
还有寺院附设按摩店。传统按摩手法让日常积累的
压力烟消云散。
Wat Pan Whaen Thai Massage
tel.（+66）093-327-6259
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11 : 30

还是市场最好玩！
瓦洛洛市场既是清迈活力十足的厨房，也是土特产 “乐园”。

13 : 00
午饭我吃了清迈名吃
“Khao soi”。
加入了辛辣调味料和椰奶的黄咖喱面“Khao
soi”是融合了周边诸国饮食特点的泰国北部地
区的特有食物。
Khao Soi Khun Yai
tel.（+66）094-736-4838

13 : 30

清迈堪称伴手礼天堂。
可爱实用的篮筐、色彩缤纷的山地民族手工刺绣布艺品，众多精
美的杂货让我心动不已♡
Wai Nam Peun

tel.（+66）053-251-408
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15 : 00

16 : 00

3点的下午茶我选在了
一家古民宅咖啡馆。

滨河河畔是清迈
市民的消闲之处。

来一杯酸味适中又香气浓郁的泰国北

沿着由北向南流过清迈的滨河河畔

部产阿拉比卡咖啡豆冲泡的咖啡，稍作

悠然散步，沿路众多优雅的咖啡馆和

休整。

杂货店，为散步增添了快乐。

Borijinda Cafe
tel.（+66）099-369-7914

泰国北部的食物不管是蔬菜还是药草
:
18 00 都是分量十足。
就着蔬菜和糯米来吃的泰式沙司“Nam phrik”、散发药草香气的辛辣
香肠“Sai ua”……味道相对柔和的泰国北部食物更对日本人的口味。
Chaingmai Larb An Prasert tel.（+66）088-555-5963
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20 : 00

清迈之夜就以夜市来收尾吧。
夜色渐凉，清迈变得更加热闹。是尝尝路边美食，还是找找伴
手礼呢？清迈的夜晚还刚刚开始……

被 游中心，这里有泰国王室一级寺

的疲劳和压力瞬间烟消云散，身心变得

院帕辛寺、拥有54米高佛塔的大佛塔

待身体重焕活力后，就继续散步

寺、清迈最古老的寺院清迈寺等名寺古

吧。到人声鼎沸的当地市场逛逛土产

刹，共有40多家寺庙。或是装饰气派，

店，午饭大吃一顿名吃黄咖喱面，下午

或是供奉容貌可爱的佛像，每一间寺庙

则寻访孟族、傈僳族等山地民族手工制

都富有个性。

作的五彩刺绣布艺品等可爱百货，晚上

城墙包围的老城区是清迈的旅

轻盈无比，而且全身都充满了能量。

当然要好好尝尝深受近邻诸国饮食影

在传统医疗与日常生活密不可分的

响的泰国北部美食……

清迈，很多寺院都设有按摩店。有用木
棒有节奏地敲打全身舒缓疲劳的“Tok

在气 氛 悠 然 且 充 满 历史 感 的 城

Sen”振动疗法，还有源于中国道教并

中，体验放松一刻，尝尝绝味美食，逛

在清迈发扬光大的气功内脏按摩疗法

逛购物好去处和上镜的优美景点—

等，各种清迈特有的传统医疗手法绝对

所有一切都如此理想的清迈绝对是一

值得一试。按摩完后，一定会让你日常

处会让人来了还想再来的奇妙之地。
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清迈寺为13世纪后半叶由首代兰纳王所建，据说十分灵验。庄严肃穆的佛殿内，黄金
佛像的脸上浮现出祥和的微笑。
清迈
チェンマイ

老挝

缅甸

飞往泰国之翼

泰国
カ
ンボジア
柬埔寨
ベ越南
トナム
バンコク・
曼谷素万那
スワンナプーム
普国际机场
国際空港

可以从东京羽田机场或成田机场
搭乘ANA航班飞到曼谷素万那普
国际机场。
※运航状况或有变更。
最新信息请参阅ANA官网。

021

盒饭
时间
第

183 期

东京都江东区
MAGGIE’S东京

护士

大和田真知子

文＝阿部直美
摄影＝阿部了
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我以前从未认真想过自己以后要做些什
么。上高中学习《论语》时，其中有 “其恕乎！
己所不欲，勿施于人”这样一句话。一直很讨厌
古文，每次听都会睡着的我，却不知为何把这
句话牢牢记在了心中。在人的一生中，最为重
要的就是要有“恕”，也就是关怀之心吧。这句
话的意思是说，自己不喜欢的事情，也不能强
加给他人。其实，我17岁那年妈妈去世了。出于
孤独和对他人的羡慕，我对人对事的看法有些
失之偏颇。我觉得自己很不懂得体贴别人，所
以很希望自己能够通过工作学会什么叫体贴。
这就是我想要成为一名护士的契机。
后来我在一本周刊杂志上看到了埼玉县一
家私人医院的招聘启事，说是提供宿舍和三
餐。于是我毫不犹豫地离开了福岛县。我白天
工作，晚上就去上护士学校。医院的工作一结
束，我总是第一个跑去员工食堂，手忙脚乱地
吃晚餐。我 得 在5分 钟之内吃完饭去 赶公 交
车，但是5分钟怎么也吃不完吧。就是从那个
时候开始，我学会了快速吃饭。护士铃一响就

023

024

得马上到病房，所以必须很快吃完饭。
拿到护士证后，我来到都立医院工作。最
后参与了癌症缓和医疗医院的设立工作后退
休 ，但 也 因 为 当 时 的 缘 分 而 又 来 到 了
MAGGIE'S东京工作。这里是一家免费供癌症
患者以及家属等所有受到癌症影响的人使用
的设施。让我印象格外深刻的一件事是，在一
个下着瓢泼大雨的日子里，一家三口来到了这
里。其中的 女 士 无比 悲 观 地 说自己“ 癌 症复
发，已经无路可走了”。但是一听到我说“还能
治，真的是太好了”时，对方一下子“诶？”地露
出了惊讶的表情。在回顾医生话语的过程中，
她逐渐变得乐观起来，离开时就像是换了一个
人一样，开朗地说“下次去医院时，我会多问问
医生”。当时正好雨也停了，太阳从云层中露出
真容，她说“啊，就跟我的心情一样”。有时候
跟别人聊聊天，就能放松焦虑烦闷的心情，或
者得到各种各样的启发。我们只是听对方倾
诉，确认对方自己想要怎么做。
我之所以能够一直从事护士工作，都是因
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为从遇到的人身上获得了力量。而且，赞美自
己，给自己奖励也很重要。我在奖励自己时，一
个 大福 就 够了。我 现在和 姐 姐、妹妹 住 在一
起，一直都是“进门两分钟以后就能吃到饭”。
以前有过这样一个广告吧。我就是每天工作完
一回到家就能吃上晚饭，对此我无比感恩。我
今天带的盒饭也装满了妹妹昨晚做的小菜。妹
妹说“春天要吃苦一些的食物”，所以放了油菜
花。她很注重吃时令食物，认为传统食物非常
重要。吃七草粥的时候会买七草，女儿节时则
会吃樱饼和散寿司。春分时我们会三人一起做
牡丹饼，有竹笋以后则会做竹笋饭。初鲣、土
用丑之日的鳗鱼，还有秋天时的松茸都不会错
过，就算再贵也会吃一次。冬至泡泡香橙浴，煮
个南瓜。3个人一起做饭、聊天、吃饭时，不管有
什么压力都会抛掷脑后。今后我 也会好好吃
饭，认真生活。老话说“吃饭就是生活”，真是
一点没错啊。
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老话说
“吃饭就是生活”，
真是一点没错啊
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どうぶつかくれんぼ
Animal Hide-and-Seek 动物躲猫猫

こたえは
050ページ

Answer on page 050
答案见050页
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10匹いるよ
Find all 10!
有10只哦

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？

8

4

7
2

1
5
3

4

8 1
4
7

4

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 050

答案见050页
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8
2
3

2

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。

Puzzle created by Nikoli

2

6 5

3
答えはP050へ

5

8

1

6

7
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旅游／日本国内游 ]

“高尔夫旅行特辑”中的组合方案
（住宿加高尔夫球场）正在热卖中！

ANA旅游频道推出的可在北海道、
九州、冲绳地区使用的酒店与高尔夫球
场组合套餐正在火热销售中！除了高尔夫
球场组合套餐，还提供高尔夫球场与住
宿设施的自选组合方案。
此外，可24小时随时预订全日本高尔
夫球场的特设预约网站将于6月下旬上
线！欢迎使用。
札幌高尔夫俱乐部轮厚球场

高尔夫旅行
特辑

详情请浏览ANA官网。

02

[ 最新消息 ]

为日本的青年艺术家助威！
ANA启动了“OFF TO ART”艺术项目
为了 宣 传 日 本 文 化 与 艺 术 的 魅

力，ANA于5月末推出了名为“OFF TO
ART”的新项目。ANA将独家贴身采访有
望在日本 国 内 外大 显 身手 的 现代艺 术
家，并通过ANA媒体独家报道这些艺术
家的活动与作品理念以及创作过程等不
为人知的一面。
此外，您还可以通过ANA官方购物
网站A-style购买相关艺术家的作品。

详情请浏览ANA官网。

详情
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[ 服务 ]

空中之旅的良伴─“e Library”

广大 旅客可以利用A N A 应用程序
的“e Library”服务，欣赏机内杂志《翼之
王国》以及130多种杂志和报纸＊的数码
版内容。
除了在搭机时，也可以在前往机场的
路上或旅行目的地等处浏览。
出发前在家或机场等利用Wi-Fi下
载好应用程序，即可轻松享用此服务。
＊有使用条件。

详情请浏览ANA官网。
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详情

[ 最新消息 ]

里程和ANA SKY币的有效期延长

ANA将对2023年2月28日（周二）前
到期的里程和ANA SKY币的有效期进行
延长。尚未完成参加注册的旅客请在以
下期限内进行注册。欢迎借此机会进行
注册。
●延长后的有效期：2023年3月31日（周五）
●参加注册期限：截至2023年2月28日（周二）
●适用里程和ANA SKY币：2022年4月1日（周五）～2023年2月28日（周二）到期的里程和ANA SKY币
※只要在参加注册期限前注册，则适用里程和ANA SKY币即使到期，也会在进行参加注册的次月中旬获得同等里程和
ANA SKY币。
※已经注册参加时，无需重新注册。

详情请浏览ANA官网。

详情
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[ 最新消息 ]

ANA正面向未来努力实施全球变暖对策和生物多样性保护对策

ANA集团将全球变暖对策与生物多
样性保 护等环保活 动视 为重要 经营课
题，目前正在 通 过“A N A碳 抵消计 划 ”
─向可抵消飞机排放的二氧化碳量的
活动进行间接投资─与珊瑚保护等活
动，由此来努力减轻环境负担。
ANA碳抵消计划
（ANA Carbon Offset Program）

“ANA碳抵消计划”的活动为，旅客
可以自行通过网站，向符合认证标准的日
本、印度尼西亚或秘鲁的造林活动等项
目* 进行援助投资，由此抵消自己所搭乘
飞机排放的二氧化碳量。
向“珊瑚保护活动”捐赠里程

山梨县有林活用温暖化对策项目 ©山梨县

ANA集团参与的“美丽珊瑚队”正在
环境省、冲绳县政府、恩纳村政府的支持
下，与当地相关人士合作推行面临危机的
冲绳县恩纳村珊瑚保护活动。欢迎通过
网 站 捐 赠里 程，为团 队 的 活 动 提 供 援
助。
＊援助项目或有可能临时更改，敬请谅解。

珊瑚保护活动的情形

ANA
碳抵消计划

详情请浏览ANA集团官网。
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为环境保护
捐赠里程
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[ 最新消息 ]

ANA里程俱乐部的部分服务将采取两步验证

ANA将自2022年夏季起，对ANA里

会员尽早更新注册信息。

程俱乐部的部分服务以一次性密码进行
两步验证。

※指 定收件 域 名 时，请 提 前 将 邮 箱 设 置 为可以 接 收 来

一次性密码将发送到会员在“ANA重
要通知”服务中注册的电子邮箱。请广大

自“121.ana.co.jp”的邮件。
※未更新注册信息的会员从2022年夏季起，将无法使用
部分网站服务。

详情请浏览ANA官网。

详情

旅客之声
ANA的免费耳机提供位置过于分散，找起来太难。

日本国内航线的耳机提供位置全部改为机舱内。
ANA日本国内航班上提供丰富多彩

机，因此欢迎带下飞机继续使用，为减轻

的音乐与影像节目。自2021年6月起，还

环境负担尽一份力量。

为没有耳机的旅客准备了免费耳机，但由

※也可使用自己的耳机。

于机场设施的限制，耳机提供位置有些
难以查找。为此，我们将耳机提供位置全
部改成了机舱内（入口附近）。
此外，机上提供的耳机并非一次性耳

如果您对ANA的服务有何意见或要求，欢迎由此联系。
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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
航空法に基づく保安検査の義務化について
凶器や危険物の航空機内への持込みは航空法により
禁止されています。また、航空法改正に伴い2022年3
月10日から、航空機搭乗前の保安検査の受検が義務
化されます。 保安検査を受けずに保安検査場より先に

進んだ場合、航空法違反となり、1年以下の懲役または
50万円以下の罰金が科せられる場合があります。ご搭
乗の際は、保安検査員や関係職員の指示に従い、保安
検査を受検いただきますよう、
お願い申し上げます。

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
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）

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）、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

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。

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

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航空法違反となり、2年以下の
懲役または100万円以下の罰金が科せられる場合があります。

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：
航空機搭乗前の保安検査を受けるにあ
たっての注意事項について

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.

040

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.
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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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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/375; 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
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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

9
8
7
9
2
4
6
1
5
3

No.636

15

6
6
2
3
8
5
1
7
4
9

1
4
5
3
9
7
6
2
8

2
1
4
9
7
3
5
8
6

7
5
6
4
1
8
9
3
2

3
9
8
6
2
5
4
1
7

5
8
1
7
6
2
3
9
4

9
6
2
5
3
4
8
7
1

4
3
7
1
8
9
2
6
5
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