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特集 タイ

旅は列車で︒
チェンマイへ︒

特集 石川

金 沢の 美 を つ く る
手しごとに触れる旅

6

の

方

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

読みたい記事に
に
アクセスできます
8月号

064 _ ふたつの絶景
スリランカの岩と石

010 _ 日本に新しい世界遺産の
誕生です！

タップすると各記事に
飛ぶことができます。

072 _ 旅の道連れマンガ愛
美少女戦士セーラームーン

014 _ グッドお湯♨ハンティング
〜活力編〜 東京都

076 _ Tastes of JAPAN
沖縄県

特集 宮古島

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

tap!

068 _ 思い出にしたい店
純喫茶モデル

012 _ あいにいきたい「なごむ」動物
ミシシッピーワニ

018 _

目次のタイトルを

CONTENTS

007 _ ごあいさつ

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

特集 高知

097 _ SUDOKU

とさでん東西南北

各記事の最後にある

114 _ SKY CHANNEL

052 _ Ready For Takeoff
岩渕幸洋

116 _ そらとぶぬりえ

055 _ 旅でお土産にしたいもの
みすゞあられ

アイコンをタップすると

117 _ 郵便飛行

058 _ おべんとうの時間
片岡大空さん

目次に戻ります。

タップして
各コンテンツへ
飛ぶことができます

005

QRコードをタップすると
SAMPLE

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

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

step1

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

step2

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

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

?

スクリーンショットの
撮り方についてはお使いの機種の
操作方法をご確認ください。
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6月号

CONTENTS

009 _ ごあいさつ
012 _ あいにいきたい「なごむ」動物
アルパカ
014 _ グッドお湯♨ハンティング
〜活力編〜 大分県
016 _

060 _ 掻き捨てなかった
旅の恥たち
文＝ 朝井リョウ

066 _ ふたつの絶景
アメリカ西部の岩と水
070 _ 思い出にしたい店
万平ホテル

特集 タイ

旅は列車で。
チェンマイへ。

074 _ どうぶつかくれんぼ
075 _ SUDOKU

032 _ TSUBASA’
s interview
小林聡美
038 _

タップして
各コンテンツへ
飛ぶことができます

076 _ 今月のANAカレンダー
深圳／中国

特集 石川

金沢の美をつくる
手しごとに
触れる旅

051 _ 旅でお土産にしたいもの
だしいなり

078 _ ANA TOMORROW
082 _ ANAグループからの
お知らせ
104 _ SKY CHANNEL
106 _ ANAグループ航路図
110 _ 郵便飛行

054 _ おべんとうの時間
大和田眞知子さん

【今月の表紙】
ワット・チェン・マン
（チェンマイ）
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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

井上 慎一

やっぱり ハワイ！
本日もANA便をご利用いただき誠にありがとうございます。
6月になりました。もうすぐやってくる本格的な夏への期待に、
心が騒ぐ方も多いのではないでしょうか？ 待ちきれない皆様は
すでに海開きがされた沖縄本島、宮古島、石垣島などの南の島々
にお出かけになられています。私も海が近い環境で育ったので、
6月になるといまだに気分が高揚してきます。
さて、「夏」といえばハワイ。海外渡航が制限されていたこの
2年間、お客様からハワイツアー再開へのご要望を多く頂戴しま
した。日本の「ハワイ人気」は、一層強まったように感じます。
ハワイの魅力は、何といっても平均気温25度の温暖で湿気の
少ない気候と、美しく壮大な自然ではないでしょうか。海だけで
なく山もあります。この自然が醸し出す、肩の力がふっと抜ける
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ような優しい穏やかな雰囲気は、コロナ禍のストレスから私たち
を解放し、心を癒やしてくれるという、他に類を見ない「旅の価
値」を改めて気づかせてくれます。
ウクレレが奏でるハワイアンミュージック、ロコモコやアサ
イーボウルなどのハワイアンフード、フラなどの独特の文化も多
くの人々を惹きつけています。特にフラは、毎年イースターサン
デーから1週間にわたって開催される「メリー・モナーク・フェ
スティバル」が最も大きいイベントとして知られていますが、今
やフラファンに留まらず、ハワイ文化を愛する世界中の人々を惹
きつけるフェスティバルになっています。
ハワイではサーフィンのピークシーズンは冬季（11月〜4月）
で、ザトウクジラの見学ツアーも冬季に行われるなど、夏だけで
なく一年を通して楽しめる観光資源が揃っているのも魅力の一つ
かもしれません。
ハワイの人々は自然には「マナ（精霊・神のエネルギー）」が
宿ると考え、自然とともに生
きてきました。日本人の価値
観に似ているところも魅力の
一つかもしれません。ウミガ
メのラッピングですっかり
おなじみになった、当社エ
アバスA380通称「FLYING
HONU」の「HONU」はハ
ワイ語でウミガメを意味し、
Hawaii Tourism Authority（HTA）／ Tor Johnson
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幸せを運んでくるシンボルと
されています。
一方、ハワイの人々にとっ
て、この2年間は観光に対す
る意識変化が起きた期間だっ
たようです。「観光客が減っ
て鳥たちが戻ってきた」「海
の透明度が戻った」「花が増
えた」など、ハワイ各地で顕

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

著な自然環境の変化が起き、
それがハワイの人々の環境意識を高め、「ポストコロナに向けた
旅のスタイル」に対する関心も非常に高くなっています。
当社は、さる4月に他社に先駆けてハワイ向けツアー商品を売
り出しました。海外への渡航制限が緩和されたことを受け、日本
の皆様の熱い思いにいち早くお応えしようとしたものです。同時
に、ハワイの人々へのご期待にもお応えしようと、環境保護を意
識したツアーのご提供にも努めています。
コロナ禍はツーリズムに対する世界の人々の意識に変化をもた
らしました。当社はハワイだけでなく、他の就航地についてもそ
の変化を踏まえ、皆様に喜んでいただけるツアーをご提供してま
いります。最近のハワイツアーの盛り上がりが、海外旅行の素晴
らしさを思い出すきっかけとなることを期待してやみません。
今後ともANAグループに一層のご愛顧を賜りますよう、どう
ぞよろしくお願い申し上げます。
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ス座り
スフィンク

あいにいきたい

15

回

動物

第

なごむ

アルパカ
くじらぐうていもく

【鯨 偶蹄目ラクダ科】
生息地：南米アンデス山脈の高地
毛色：白、黒、グレー、茶色、ベージュなど20色以上
長野県・富士見町 八ヶ岳アルパカ牧場

写真・文＝ 平林美紀
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夏の
おめ か し ♪

【

アルパカ

】

アルパカは、数千年も前から主にペルー周辺で飼われている温厚
な性格の家畜動物。日本では癒やしのふれあい動物として人気が
あります。『八ヶ岳アルパカ牧場』
では、20頭ほどのひとなつこい
アルパカたちとふれあえます。草木が青々と茂る季節のアルパカ
たちは、すっきりスリムなサマーカット。アルパカの毛は生えか
わらずに伸び続けるので、夏には毛を刈ってもらうのです。そし
て冬が来るころには、また伸びてモフモフになります。
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活力編
illustrations：Hiroyuki Suzuki

文＝ 温浴愛好家・井上英樹

鉄輪 むし 湯

どこ も かしこ も 湯 気 だ ら け 。その湯 気 を 利 用 し た

天下一品の蒸 し 風 呂 が 、大 分 県の別 府に ある 。

第15回

大分県

サウナ大国・フィンランドにも自慢できる
日本伝統の蒸し湯が別府にある。
噴気で蒸された薬草の蒸気にまみれたら
とりこ

もう、この温浴の虜。さあ、別府の街へ！
九州の温泉情報

大分県別府市鉄輪上１組
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tel. 0977-67-3880

かんなわ

湯

気、湯気、湯気。別府市の鉄輪温
泉街を歩くとあちこちで湯気と

出合う。その蒸気で調理する「地獄蒸し」
（なんという名前 !）
も人気だ。温泉全体が

立派な佇まい！

おいでおいでをしているようだ。『鉄輪むし
湯』
の歴史は古く、鎌倉時代に開かれたそう。

温泉地なのに蒸し湯。かなりの自信を感じ
る。行くしかないでしょう。
まずは浴室で身体を清め、浴衣を着て待
機。声をかけられたら四角い木戸を開けて
暗闇の中へ。熱気と共に清々しい香りに包
せきしょう

まれた。目が慣れると、床に薬草（石菖）
が
敷き詰められているのがわかった。香りの
元はこれだ。石菖には発汗作用があり、気
管支に良いそうだ。石枕があるので横にな
る。横になると、さらに一段階、気持ちよ
さが上がる。蒸気で温められた石の床、蒸
された石菖の香りが僕の身体を覆う。ああ、
蒸し風呂と一体になっていく。この心地よ

貴重な
石菖の保管庫。
よい香り

さをなんと表現しよう。胎内にいるような、
宇宙にいるような。身体と脳が喜び、ま
どろんでいく。すると、木戸が開き、「8
分経ちましたよ！」と係の方に告げられる。
ここで出るか、あと2分か。「続けます」
と
答えると木戸が閉まる。すぐに暗闇に身体
が溶け、僕は暗闇に漂っていった。

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。
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旅は列車で。
チェンマイへ。
016

夜の訪れと共にガタンゴトンとゆっくり動き出した寝台列車は
都会を抜け、
月明かりの中、
バンコクから北へ向かってひた走る。
翌朝たどり着いた場所は、癒やしの古都・チェンマイ。
旅情を楽しむスローな列車の旅へご案内。
文＝ 平原千波

写真＝ 明石直哉
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コーディネート＝ 相田みのり

バンコク発チェンマイ行き寝台列車は、18時10分発・7時15
分着のNo.9と、19時35分発・8時40分着のNo.13の一日２本。
751kmの距離を約13時間で走り抜けます。等級は個室の一等
車、上下段ベッドの二等車、座席のみの三等車の3種で、出発
時間、エアコンの有無で料金が異なります。今回取材したのは、
2016年より投入された新型車両No.9の二等エアコン車で、料
金は上段941バーツ、下段1041バーツ。
※１タイバーツは約3.5円（2022年3月時点）
。

Thailand

Chiang Mai
Den Chai

Phitsanulok
Nakhon Sawan
Lop Buri

Bangkok
018

17 : 00
タイ最古の駅舎に
ワクワクする。

1916年に開業したファランポーン駅。ドイ
ツのフランクフルト駅をモデルにしたアーチ
型の駅舎には旅情があふれる。
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17 : 30

チェンマイ行きの
チケットは
どこで買えるかな？

売り場は駅に入り左手に。
寝台列車は人気が高いので
タイ国鉄のウェブサイトか
らの事前予約がおすすめ。
『タイ国鉄』
https://www.railway.co.th

17 : 45

お弁当は
ガパオライスで
決まり。
現在、コロナ禍で食堂車
の営業が休止中。駅内や
駅近の売店でお弁当を買
うのをお忘れなく。

そろそろ
:
18 00 出発の時間ですね。

020

出発の時間が近づき、旅
の始まりに胸が高鳴る。

18 : 15

走り始めるとすぐに
夜がやって来た。

19:00

夕食の時間がお楽しみ。

次第に夜の闇へと溶けていく
車窓の向こう側。のんびり読
書でも楽しもうか。

駅前の食堂で購入したガパオライス弁当でおまちかねのディ
ナー。列車内で頂く食事はいつも以上においしく、心に染み入
る。おつまみに用意したヒマワリの種も旅感を盛り上げる。
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21 : 00

車掌さんが
ベッドメイキングをしてくれるなんて。
通常時はボックス席になっている二等車。上段ベッドを下ろ
し、座席をスライドさせて下段ベッドに仕上げ、マットレス
にシーツを掛けて……と、驚くほどの手際のよさで、瞬く間
にベッドが完成。心地よい揺れの中、夢の中へ……。

06: 45

夜が明けると 「あと30分でチェンマイに到着」
というアナウンスで目を覚ます
チェンマイに と、車窓の外には大都会バンコク
近づいていた。とは全く違う、自然豊かでのどか
な光景が広がっていた。

022

07 : 15

寝

チェンマイ駅に到着！ バンコクより涼しく凛と
した空気に、北へとやっ
のどかだなあ。
てきたことを実感。

いざな

台列車。なんて旅情を誘う響き

都会を抜け、のどかな田園風景へと

だろう。タイ国内ならば飛行機

変わりゆく風景を眺めながら、予め買

でどこへでも約1時間で到着できる時

い込んでいたお弁当を楽しむのは至福

代だけれど、あふれる旅のロマンは列

のひと時。やがて車掌さんが手際よく

車の旅には敵わない。

ベッドメイキングを始め、21時頃に

あらかじ

古都・チェンマイへの旅の起点は、

はすっかり寝る態勢が整った。十分な

アーチ型の駅舎が特徴的なバンコク

広さ、寝心地のいいマットレス、清潔な

最古のターミナル駅「ファランポーン

ブランケット。カーテンを閉めれば快

駅」。100年以上にわたって星の数ほ

適なプライベート空間の出来上がり。

どの旅人たちを送り出し迎えてきたレ

長い夜を読書して過ごすつもりだった

トロな駅は、時が止まったみたいな雰

のに、心地いい揺れのおかげでいつの

囲気で旅人たちの郷愁を誘う。

間にか爆睡……。寝心地も上々だ。7

18時10分発のチェンマイ行き列車

時15分、約13時間かけ、列車は定刻

No.9は、2016年より導入された新型

どおりチェンマイ駅に到着した。

車両。大きな荷物がすっぽり収納でき

なんだか冒険を終えたような達成感

る広い座席下、座席ごとに設置された

があるけれど、ぐっすり眠ったので元

ライトと電源、清潔な洗面台とトイ

気もいっぱい。さあ、さっそくチェン

レ。思った以上に快適だ。

マイの旅を楽しもうか。
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07 : 30
さっそく街歩きの拠点となる、城壁とお堀
古都・チェンマイは
に囲まれた旧市街へ。四方約1.5kmのエリ
ゆったりした空気感。 ア内には多くの寺院が点在している。

024

07 : 45

まずは朝ごはん。
人気店のお粥で
一日を始める。
朝から地元民で賑わう繁盛店のとろ
とろ粥は、優しい味わい。早々に売
り切れる日も。
『ジョークナーイトー』
tel.（+66）
061-684-0605

08 : 30

古都・チェンマイを
ブラブラと。
チェンマイで最も格式が高い寺院、
めいさつ

「ワット・プラシン」など、名 刹と呼
ばれる寺院を参拝。お寺巡りは心安
らぐ穏やかな時間。
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10 : 00 旅の疲れは
寺院のマッサージで癒す。
マッサージ店併設の寺院も。伝統療法で日頃
溜まったコリをほぐして身軽に。
『ワット・パン・ウェーン・タイマッサージ』
tel.（+66）
093-327-6259

026

11 : 30

やっぱり市場は最高に楽しい！
ワロロット市場は活気あふれるチェンマイの台所であるのと
同時に、お土産探しにもぴったりな“ワンダーランド”
。

13 : 00
昼ごはんはチェンマイ名物
カオソーイにしよう。
ピリッとしたスパイスにココナッツミ
ルクを加えたカレーヌードル「カオソー
イ」は、近隣諸国の食文化が融合した北
タイならではの一杯。
『カオソーイ・クンヤーイ』
tel.（+66）
094-736-4838

027

13 : 30

チェンマイは
お土産天国。
かわ い く て 実 用 的 な カ ゴ
や、カラフルな刺繍を施し
た山岳民族たちの手による
布小物。心ときめく雑貨に
キュン♡
『ワーイナムプン』
tel.（+66）
053-251-408

15 : 00
３時のお茶は
古民家カフェで。
ほどよい酸味と豊かな香りを兼ね
備えた北タイ産アラビカ種を使っ
たコーヒーで、しばし休憩。
『ボリジンダーカフェ』
tel.（+66）
099-369-7914
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16 : 00

18 : 00

ピン川は
チェンマイ市民の
憩いの場。

チェンマイを南北に流れるピ
ン川沿いを散策。洗練された
カフェや雑貨店が立ち並ぶ、
お散歩が楽しいエリア。

北タイ料理は、
野菜もハーブもたっぷり。
野菜やもち米に付けて食べるタイ風ディップ「ナムプリック」
に、ハーブが香るピリ辛ソーセージ「サイウア」
……。比較的マ
イルドな北タイ料理は、日本人の口にもよく合う。
『チェンマイ・ラープ・アン・プラサート』
tel.（+66）
088-555-5963

029

20 : 00

チェンマイの夜は
ナイトマーケットで締めくくろう。

夜になり涼しくなるにつれて賑やかさを増す。屋台料理を楽し
む？ それともお土産を探す？ 夜はまだまだこれから……。

城

壁に囲まれた旧市街は、タイ王

と吹き飛び、身も心もふわりと軽くな

室第一級寺院である「ワット・

り、エネルギーが満ちたことを感じら
れるはず。

プラシン」、54ｍもの高さを誇る仏

身体がすっきりしたら、再び散策を

塔がある「ワット・チェディルアン」、
チェンマイ最古の寺「ワット・チェン・

開始しよう。活気あふれるローカル市

マン」
などの名刹をはじめ、40以上も

場でお土産を探し、昼ごはんには名物

の寺院が点在する観光の中心地。ド派

のカレー麺・カオソーイを頬張り、午

手な装飾を施した寺、愛嬌あるお顔の

後はモン族やリス族など山岳民族のカ

仏像を祀る寺など、実に個性豊か。

ラフルな刺繍小物などのかわいい雑貨

伝統医療が生活に根付くチェンマイ

をハンティング。夜ごはんはもちろ

では、マッサージ店を併設する寺院も

ん、近隣諸国から食文化の影響を受け

多い。木槌で全身をトントンとリズミ

た北タイ料理に舌鼓……。

カルに叩いてコリをほぐす振動療法

穏やかな空気が流れ、歴史を感じる

「トークセン」や、中国の道教から伝

街並みの中に、癒やしも絶品グルメも

わりチェンマイで花開いた気内臓療法

ショッピングも洗練されたフォトジェ

「チネイザン」
など、チェンマイならで

ニックなスポットも、すべての理想が

はの伝統医療はぜひとも体験してほし

詰まったチェンマイは、何度も訪れた

い。日頃の疲れやストレスがすこーん

くなる不思議な魅力に満ちた場所だ。
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13世紀後半にラーンナー王朝の初代王によって建立された霊験あらたかなワッ
ト・チェン・マン。荘厳な堂内では、黄金の仏像が静かな笑みを浮かべていた。
チェンマイ

ラオス

ミャンマー

タイ

タイへの翼
カンボジア
ベトナム
バンコク・
スワンナプーム
国際空港

タイへは東京（羽田・成田）からANA便で
バンコク・スワンナプーム国際空港へ。
※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。

031

小林
聡美
文= 松山 梢
写真= 相馬ミナ
スタイリング= 藤谷のりこ
ヘアメイク= 北 一騎(Permanent）
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TSUBASA’s interview_ Satomi Kobayashi

高校卒業後に、ユーレイルパスで
ヨーロッパを巡った初めての海外旅行は、
バックパックを背負って泊まる場所も決めず、
女友達とたった二人で――。
今思うと怖いもの知らずでした。

ーー メキシコやニュージーランド、ハワイなど、旅エッセイを
多数出版されている小林さんの旅の原点は？
高校の卒業旅行にバックパックを背負って２週間ヨーロッパを旅し
ました。私はザ・ビートルズ、友人はベイ・シティ・ローラーズが好き
だったので、今でいうアイドル巡礼みたいな感じですね（笑）。ゆかり
の地であるイギリスに行きたくて、せっかくだからユーレイルパスを
使ってイギリスやフランス、ドイツやオーストリアも巡ることにしたん
です。それが初めての海外旅行でした。しかも私よりも背の小さな女友
達と二人きりで、泊まる場所も決めずに。怖いもの知らずですよね。ド
イツ人のおじさんたちと同じコンパートメント席になった時は、頼りな
い私たちを気にかけてお菓子をくれたりいろいろと親切にしてくれまし
た。英語ができないなりに一生懸命話したら、伝わってうれしかったこ
とを覚えています。
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TSUBASA’s interview_ Satomi Kobayashi

「つたない英語が
伝わってうれしかった」
ーー お仕事で海外に行くことも多かったそうですね？
20代前半にドラマの撮影でニューヨークに１か月ほど滞在したので
すが、そのうち私の撮影があったのは１週間ほど。今では考えられない
くらい贅沢なスケジュールでしたけど、撮影の合間に共演者の方たちと
遊びに行ったり、昼間は語学学校に通ったり。仕事なんだけど、ちょっ
とだけ暮らしている雰囲気も味わえる不思議な感覚でしたね。ドキュメ
ンタリー番組では、中国やアフリカの奥地など文明がまだそれほど発達
していない場所に行く機会もあって、蛇口から水が出ることやスイッチ
つ

を入れたら電気が点くことのありがたさを実感しました。それ以来、バ
ブルでブイブイだった世の中にいながらも「地球には違う世界があるん
だ」なんて醒めた思いがあったりして。おかげでちょっとは謙虚な人間
になれたと思います（笑）。

ーー 小林さんなりの旅の楽しみ方は？
その土地の美味しいご飯を食べることや散歩をすること。あとは自然
史博物館に行くことも好きです。ニューヨークの自然史博物館のコレク
ションは本当に圧倒的でしたし、フィンランドのヘルシンキにある自然
史博物館は、展示の仕方がすごくポップでした。剥製ってちょっと怖
かったりするじゃないですか。でもヘルシンキの剥製は、すごく躍動感
があってイキイキしているんです。キノコの標本もあったりしてかわい
かったです。
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「 自 然 史 博 物 館に
立ち寄るのが 楽しみ 」
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「 自 由に旅が
できていたことが 奇 跡 」

TSUBASA’s interview_ Satomi Kobayashi

ーー 旅先でワクワクする瞬間は？
ちょっとした街の風景や日の光にハッとしたと
きかなあ。たとえば夕焼けの街をトラムが走って
いく光景とか、フィンランドの夏の空とか。外国
は日本とは湿度が違うからか、日の光の感じが
ひ

違って見えて、すごく惹かれるんです。

ーー 映画『ツユクサ』は港町が舞台ですが、
撮影中に観光などはしましたか？
「まずは仕事をしっかり終えよう」、みたいな
タイプ（笑）。ただ、東京を離れていろんな場所
に行けるのは、やっぱり気分が盛り上がります。
『ツユクサ』は西伊豆や木更津などいろいろな場
所で撮影しましたが、港の雰囲気がいい感じに裏
ぶれていて素敵でしたし、空と海の青さがすごく
きれいでした。

ーー 演じる役によって持ち物を替えたりは？
役になるためというよりも、自分自身が快適で
いられるための持ち物を充実させるかもしれませ
ん。たとえばいつも使っているマイボトルや夜寝
る時用の薄手のレッグウォーマー、リフレッシュ
びゃくだん

するためにお気に入りの白檀のお香を持っていく
ことも。滞在するホテルの部屋に戻ったときに、
しっかり疲れを取って次の日の撮影に向かえるよ
う、心地いい状態でいられるように気をつけてい
ます。
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TSUBASA’s interview_ Satomi Kobayashi

ーー これから行ってみたい場所はありますか？
２年ほど前からピアノを習い始めたのもあって、クラシッ
クの作曲家のルーツがあるチェコやハンガリーに行ってみた
いです。写真や映像を見ていると、なんとも言えない懐かし
い雰囲気が素敵です。実際に足を運んで、そんな空気を感じ
てみたいですね。今は、気軽に海外旅行ができていたこと自
体奇跡のような気がしますよね。だからこそ、過去の旅の思
い出がより貴重なものになっていますし、自由に旅ができる

味 わいたい」

「旅ができる幸せを

幸せも、また味わえたらいいなと思います。

小林聡美
こばやし・さとみ／1965年５月24日生まれ、東京都出身。映画『かもめ食堂』
『めが
ね』
『プール』
『東京オアシス』
『紙の月』などに出演。エッセイ『キウィおこぼれ留学
記』
『アロハ魂』
『聡乃学習』など著書多数。主演映画『ツユクサ』は４月29日より公開
中。

映画『ツユクサ』
友達に囲まれながら田舎町で暮らす芙美
(小林聡美）には、拭いきれない過去の
悲しみがあった。「海沿いの街を舞台に
繰り広げられる、人間同士の温かなふれ
合いが感じられる映画です。美しい景色
も楽しんでもらえれば」
（小林さん）。
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特集 石川

金沢の美をつくる
手しごとに触れる旅
文＝ 前田エマ

写真＝ 斉藤有美
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目にしたことのある伝統工芸も、
実際に自分の手で作ってみると、
そこに流れる歴史や、作り手のみなさんの
想いに触れることができます。
下手っぴでも大丈夫！ 旅から戻った後に
自分で作るのもいいな。
いざ、手しごとの旅へ。

旅人＝

まえだ・えま

1992年生まれ。モデ
ル、写真、ラジオパー
ソナリティなど、活動
は多岐にわたる。初の
著書となる小説集『動物
になる日』
（ちいさいミシ
マ社）
を6月中旬に刊行。
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加賀水引
両手の指先を使って
ゆっくり、ていねいに
かたちを整えます。

津田水引折型

tel. 076-214-6363
水引アクセサリー作り体験
所要時間：約１時間
料金：1,100円〜
（制作物によって異なる）
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家に帰っても
覚えていられるかしら……。

誰

かに気持ちを伝えたいときにプレゼントをラッピングして手紙を添えて渡
みずひき

すように、和紙で包み、水引で結び、名前を書いて「相手を大切に思う心」
をかたちにしたのが水引折型だそう。鶴や亀といった吉祥モチーフだけで

なく100年を超える歴史の中で試行錯誤され発展してきた芸術的な水引の数々に心
奪われます。今回は「あわじ結び」
で箸置きを作ってみました。この結び方は結婚の
お祝いなどによく使われるもの。応用すれば花のかたちも作れます。束ねた紙の紐
たちがねじれないようにするのにひと苦労。ゆっくりとていねいに両端を引っ張る
と少しずつかたちになっていきます。複雑な結び方ですが覚えてしまうと楽しくて
どんどん作りたくなります！

箸置きが
完成しました！

ご祝儀袋や香典袋も、
古 典 的なものからポッ
プなものまで種類が豊
富。 その 場でお 店 の
方に名 前やちょっとし
たメッセージも書いても
らえます。 体験では私
は箸 置きを選びました
が、ブローチや髪留め
などのアクセサリーも
作れるそうです。
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いつの間にか
時間を忘れて
繊細な作業に没頭！

店 内には日用 品だけでなく歴
史 的 に 意 味を持 つ 貴 重な作
品もたくさん。漆器で和菓子を
堪能できる甘味処もあります。

加賀蒔絵

能作

tel. 076-263-8121
蒔絵体験
所要時間：約１時間半
料金：3,300円

まきえ

金

沢は金箔や金粉で有名。蒔絵とは、漆塗りの上に金
や銀で絵模様を彩ったもの。好きな図柄のお盆を選
び、あらかじめ金色で描かれたモチーフの輪郭のな

かを、隙間なくはみ出さないよう漆で塗り、乾かないうちに
金粉を蒔きます。青や紫、赤などの代用粉もあり、色の組み
合わせで雰囲気が変わります。繊細な作業で、時間を忘れて
熱中してしまいました。カシューナッツの木の樹液から抽出
した代用漆（カシュー漆）を使うので肌はかぶれません。
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色の組み合わせで
自分らしさを発揮！

加賀八幡起上り
思

わずホッとするような表情のお面や人形が並
ぶ店内。今回体験するのは「加賀八幡起上り」
の絵付けです。八幡さん（応神天皇）が生ま

れたときの、真紅の錦に包まれて顔だけを出した姿を
モチーフにして作られたこの人形。型に和紙を張り、
ごふん

胡粉、朱を塗り手間暇かけて作られています。「好きな
ようにどうぞ！」
とご主人に言われ、私はお花の模様を
描きました。決め手となるのは表情。これがなかなか
難しいのです。

中島めんや

tel. 076-232-1818
絵付体験
所要時間：約30分〜１時間
料金：
〈小〉
880円、
〈大〉
1,100円

やさしいお顔に
なりますように……。

『 中島めんや』
さんは江戸時代
の末期頃から村芝居に使われ
るお面や小 道 具などを作って
いたそうです。
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九谷焼
九谷光仙窯

tel. 076-241-0902
絵付体験 所要時間：約１時間／料金：1,320円〜
ろくろ体験 所要時間：約１時間／料金：5,500円

絵付体験も
ろくろ体験も
欲張りに楽しむ！

艶やかなのにどこかほっこりす
る、レトロポップな陶磁器です。

044

何を描こう？
色も迷っちゃう！

自由に好きなものを描いてもいいし、
たく
さんあるお手本のなかから気に入った図
柄を真似しても大丈夫。

九

谷焼作りの体験はまずは絵付けから。すでに
ゆうやく

釉薬が掛けられ焼き上げられた湯呑みや平皿
などのなかから、好きなものを選びます。そ

れに鉛筆で図柄を下描きし、顔料を使い細筆でなぞり
ます。着彩作業は職人さんにおまかせ。五彩（赤・緑・
黄・紫・紺青）を選ぶとぐっと九谷焼らしくなるとアド
バイスをもらい、色を指定しました。次はろくろの前
にあぐらをかいて、茶碗を作ってみます。お手本を見
せてもらい同じようにやってみるのですがなかなか難
しい。手とり足とりていねいに教えてもらって、どう
にかかたちになりました。うまくいかなくてもたくさ
ん褒めていただいて、楽しい時間でした。絵付けした
お皿も茶碗も焼き上がってから家に届く
のは数か月後。わくわくします。

楽しい！
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粘土の
触り心地が
気持ちいい。

木型の模様が
かわいいなあ。

美しい桜のかたち。

落雁
落

雁作りはまず最初にサラサラと
した和三盆を練ります。水など
を加えなくても木のヘラで繰り

返し押すだけで粘度が増してくることが
不思議です。次に和三盆を木型にギュッ
ギュッと詰めていきます。隙間があると
すぐに崩れてしまうので集中！ 木型にあ
らかじめ粉を薄くのせて取り出しやすく

らくがん

落雁はお抹茶と一緒に
木型に詰めるときはしっかり体重をかけて。

046

食べることもできます。

天然色素を使った
伝統的なやさしい色。

しておくのがポイントだそう。余分な和三盆をすり落としたら、木槌でコンコンと
木型を叩いて取り出します。緊張の一瞬です。ころんとトレイの上に並んだ落雁た
ちが割れていないか確認。桜や蝶の繊細なかたちに思わず「わあ！」
と声が出ます。
出来立ては普段よく口にする乾燥したものとは違って、ふんわりと口の中で溶けて
いき、上品な甘さに感動しました。

落雁だけでなく羊羹や最中などの販売も。
江戸時代から使われてきた菓子木型が見ら

食べてしまうのが
もったいない！

れる
『金沢菓子木型美術館』
は圧巻。

森八 本店

tel. 076-262-6251
落雁手作り体験
所要時間：約40分／料金：1,320円〜
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景色が変わる、手しごとの旅
手を動かすことが好きです。上手いとか下手だとか

漆器で甘味を
味わう
至福の時間。

そういったことは関係なく、集中して楽しんだ先にな
にかが生まれるということは、人間に許された尊い喜
『金沢菓子
木型美術館』は
必見ですよ！

びのような気がします。今回体験した手
仕事はどれも、長い歴史のなかでたくさ
んの工夫が積み重ねられ、大切に受け継
がれてきたものでしたが、なによりも感
動したのは「誰かを喜ばせたい」
という思いやりの
心が詰まっているということでした。最初はお殿
様などの偉い人に献上するという名目のもとで始
まったものが、かたちを変えながら現在では身近

な人へのお祝いや贈り物として日常に溶け込んでいる。モチー
フや色づかいの一つひとつにも、さまざまな意味が含まれてい
ることを知りました。さて、今回作ったものたちをどんなふう
に使おうかな。想像するだけで、うきうきします。
『兼六園』
や『金沢21世紀美術館』
など、たくさんの観光名所が
ある金沢にはもう何度も足を運んでいますが、いつもお土産売
り場では圧倒されて固まってしまっ
市民の台所
『近江町市場』で
満腹。

ていたんです。この旅ではそれぞれ
の手仕事の背景に触れ、職人さんの
技術力の高さを身をもって感じまし
た。今度からはお土産売り場を前に
しても、見える景色がまったく違う
ものになりそうです。
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色とりどりの
水引の紐に
心躍ります。

金沢市
小松空港
石川県

石川県への翼
富山県

金沢へは東京（羽田）などから
ANA便で小松空港へ。

福井県

岐阜県

※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。

「技」と「思いやりの心」が
受け継がれていました。
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金沢の旅情報

旅でお土産に
したいもの 第 15 回

文＝ 石田エリ
写真＝ 福田喜一

だ

し

ほんのり甘いお出汁を
たっぷり浸み込ませた
“おいなりさん”

かいぼく

『海 木』の「だしいなり」

おしえてくれる人

料理家。雑誌や広告にレ

料理家

シピやコーディネートを

冷水希三子さん

提案。著書もあり。
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福

岡に行ったら、ぜひ食べてみ

て！」と、おいしいものに目がない
友人たちから勧められることの多
かった『海木』
の「だしいなり」
。念願

〝
おいなりさま”が

描かれた

縁起よい紙袋

福を呼び込む、

叶って、福岡出張の時に初めて食べ
て以来、私もすっかりお気に入りに
なりました。
“お い な り さ ん”と い え ば 、 ス ー
パーでも買えるほどの日常食ですが、
この「だしいなり」
はちょっと違いま
す。噛むと、ほんのりと甘いお出汁
がじゅわっと浸み出し口いっぱいに

広がる風味。酢飯が少量なのもほど
よく、ふっくら艶のある“お揚げさ
ん”
に包まれた小ぶりな姿は、和菓
子のよう。パッケージのデザインも

ですが、私は家まで待ちきれずに福
岡からの帰りの飛行機で食べること
も。まだ温かさの残るできたての味
わいは格別です。
052

佇まい

小腹が空いた時のおやつにもいいの

かわいらしい

も喜んでもらえます。食事のシメや、

ころんとした、

品よく縁起よく、どんな世代の人に

じんわり 煮 ふくめ
炊 き 上 げた 、
“ お 揚 げさん”の
缶 詰 も あります

福岡県

海木 本店
福岡県福岡市中央区渡辺通1-9-3
tel. 092-738-6564
福岡県大牟田市に35年続い
た日本料理店『海木』が生まれ
変わった「だしいなり」の専門
店。店頭で注文を受けてから巻
かれる「だしいなり」
（4個入り
1,296円）
のほか、出汁がふく
まれたお揚げを缶に詰めた保存
の効く「海木ほのじ」
（1,080円）
も手土産に喜ばれている。
賞味期限は「だしいなり」が当日中、
「海木ほのじ」
は６か月。
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第

183 回

東京都江東区
『マギーズ東京』

看護師
さん
054

文＝ 阿部直美
写真＝ 阿部 了

将来何をしようか、特に考えたことはなかったん
ですよ。それがね、高校の授業で論語を勉強した
そ

じょ

おのれ

時です。「其れ恕か。己の欲せざる所は人に施すこ
なか

。いつも古文なんて大嫌いで寝ていること
と勿れ」
が多いのに、その言葉が耳に入ってきたんです。生
きていく上で一番大切なのは、「恕」
、思いやりの心
だっていうんですよね。自分がやられて嫌なことを
人にはするな、と。実は私、17歳で母を亡くしたん
です。寂しくて、人を羨む気持ちもあったりしてね、
ちょっと斜めに物事を見ていたんだと思う。私って
人に優しくないなあと思ったんです。仕事を通して、
優しさがわかるようになれたらいいなって。それが、
看護師になろうと思った動機です。
週刊誌の求人募集で、埼玉県の民間病院を見つけ
たんですよ。寮完備で三食付き。特に不安もなく福
島県から出てきました。昼間働いて、夜看護学校に
通ったんです。病院での仕事を終えると、一番乗り
で職員食堂に行ってね、慌てて夕飯を食べるの。本
当は5分で食べ終えてバスに乗りたいのに、さすが
に5分じゃご飯は食べられないのよね。あの頃から、
私の特技は早食いなんです。ナースコールが鳴った
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らすぐに行かなくちゃだから、早くなるのよね。
看護師の免許をとった後は、都立の病院で働きま
した。最後はがんの緩和ケア病棟の開設に関わって
定年を迎えたんですけど、その時の縁で『マギーズ
東京』
に来ることになったんです。ここはがんの当
事者でも家族でも、がんに影響を受けている人なら
誰でも無料で利用できる場所です。忘れられないの
は、土砂降りの雨の日に家族3人で来た方です。「が
んが再発したんです」
って女性がおっしゃって、もう
自分はダメだって、ただただ悲観している様子でし
た。でも「治療があるのはよかったですね」
って言う
と、え？ って顔をされたんです。そういえば先生は
こう言ってた、ああ言ってたって振り返るなかで気
持ちが前向きになって、「次病院へ行ったら、先生
にもっとよく聞いてみます」
って、帰る時には別人み
たいな明るい表情になりました。ちょうど雨が止ん
でお日様が顔を出したんです。「ああ、私の心と同
じだわ」
って。誰かに話すことで、もやもやしていた
心が整理できたり、いろいろと気づくことがあるん
ですね。私たちはただ話を聴いて、本人がどうした
いかを確認するだけなんですよ。
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看護師をずっと続けてこられたのは、私自身が出
会った人から力をもらえたからなんです。それと、
自分を褒める、自分にご褒美をあげるってことは大
事よね。私の場合、ご褒美は大福１個でいいの。私
は、姉と妹と同居してるんです。ずっと「玄関開け
たら2分でご飯」
だったの。そんなCMありましたね。
仕事が終わって帰ると、夕飯が待ってる。ありがた
かったですよ。今日のお弁当もね、妹が昨日の夜
作ってくれたおかずを詰めてきたんです。「春は苦
い物を食べなきゃ」
って、菜の花が入ってますよ。季
節のものを必ず食べるのがこだわりなんです。行事
食って大事。七草粥の時は七草を買ってくるし、ひ
な祭りには桜餅とちらし寿司。お彼岸は3人でぼた
もちを作って、筍が出てきたら筍ご飯よね。初ガツ
オ、土用の丑の日のうなぎ、秋っていったらやっぱ
りマツタケでしょ。高くても1回は食べるんですよ。
冬至はゆず湯とかぼちゃの煮物。3人で料理してお
喋りしながら食べると、ストレスなんて忘れちゃっ
たりするんですかね。これからも、食べることを大
切に考えて生活していこうと思います。食べること
は生きることって言うけど、本当にそうですね。
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文=
イラスト= 市村 譲
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フィクションあるある現実ないない、というものがこの世
ひょうのう

にはある。代表的なものは、【ぶら下げた氷嚢で額を冷やし
ている病人】や【語尾がザマスのゴージャスな女性】等だろ
うか。フィクションの世界では“あるある”
だけれど現実では
“ないない”
というやつである。性質上とてもレアな現象なの
で、いざ現実で立ち会えたときの喜びは計り知れない。
さて、今回紹介する旅で私は、フィクションあるある現実
ないないの中でもかなりレベルの高いものを複数体験するこ
とになる――。
数年前、自著を原作とした映画が韓国で上映されることが
決まり、それに合わせて国際交流基金という機関が韓国での
プロモーション活動をセッティングしてくださった。映画館
での舞台挨拶だけでなく、チョン・セランさんという今日本
でも大人気の小説家との対談、カフェを借り切ってのトーク
ショーにサイン会と、様々な形で韓国の読者と触れ合うこと
ができた。渡韓する前は日本以外の場所で私の本を読んでい
る人なんているんかいという気持ちだったが、韓国の読者が
想像以上の熱量で私を迎えていただいたことは今でも忘れら
れない。
さて、時間は少し巻き戻り、韓国に出発する日のことであ
る。
その日私は空港で担当編集者と待ち合わせをしていた。国
際交流基金の担当者は韓国にいるため、まずは担当編集者と
061

二人で飛行機に乗る予定に
なっていた。私はそのとき会
社員だったので、金曜日の午
後だけ休みを取り羽田空港へ
向かうというバタバタ具合
だった。週末の二日間はプロ
モーションのスケジュールが
ギチギチに詰まっていたので、
金曜じゅうに韓国に移動して
しまおうという算段だったの
だ。最悪パスポートだけでも忘れなければ大丈夫だろう、く
せわ

らいの忙しなさだった。
「 お疲れさまですー！」
「間に合ってよかったです～」
空港で無事合流できた私と担当編集者は、「仕事で韓国行
けるなんてラッキーですよねー」
「韓国の読者に会えるの楽し
みですね！」
「本場の韓国料理にも期待～」
等キャッキャしな
がらチェックインカウンターへと向かった。担当編集者、私
の順で搭乗手続きを行う。
私は、目の前の背中を見ながら、この人がついてきてくれ
るなら安心だな、と思っていた。仕事で海外へ行くという経
験がなかったので多少緊張感があったが、この編集者さんの
仕事能力の高さは十分知っている。この人がついてきてくれ
るなら大丈夫――と、そんな風にすっかり安心していたとき
だった。
文字にならない叫び声のようなものが、空港のロビーに
こだま

木霊した。
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声の主は、私の前で搭乗手続きをしていた担当編集者だっ
た。
「 朝井さん」
彼女は振り返ると、顔面蒼白といった表情で口
を開いた。「パスポート、忘れました」
私は、カッと目を見開いた。
【 パスポートを忘れた人】に、現実で会えた――！
私は感激していた。「パスポートを忘れる」
というエピソー
ド自体は旅行あるあるとしてこれまで何度もフィクション内
で遭遇していたものの、現実で実際に堪能できたのはこの
ときが初めてだったのだ。「本当にこういうことってあるん
ですね！！！」
と目を輝かせる私をよそに、担当編集者は間
違って地球が滅亡するボタンでも押したかのように焦ってい
た。気持ちはわかる。私も会社員として海外出張をする（し
かもクライアント的な相手をアテンドする）
という立場だっ
たら、いっそ地球が滅亡するボタンを押したくなるくらい慌
てるだろう。その後、どう計算しても担当編集者は今日中に
出国できないということがわかり、逆に二人してどっしりと
落ち着いた。担当編集者とは無事、翌日韓国にて合流できた。

これだけでも（いいもん見られたなァ……）
という感じだっ
たのだが、私は渡韓中にまた、奇跡的な偶然に巡り会うこと
になる。
在韓国日本大使館で行われた映画の試写会でのことだ。映
画が上映されたあと、作品についての質疑応答の時間があっ
063

た。手を挙げてくださった方々の質問に答えていく中、司会
者の方が、ある若い女性を指名した。
マイクを受け取った女性が、座席から立ち上がる。「今日
はありがとうございます」
と話すその声と表情に、私は見覚
えがあった。
よく見ると、彼女は、中学校時代の同級生だった。
【 海外でばったり知り合いと遭遇する】――これも立派な
フィクションあるある現実ないないである。ドラマ等でよく
描かれる“劇的な再会”
のうちのひとつだが、街中で、しかも
異国の地で偶然知り合いに会うなんてそんなことは有り得な
いと思っていた。しかも、その同級生は映像制作を学ぶため
ロンドンに留学しているらしいと風のうわさで聞いていたの
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で、韓国での再会はただの偶然以上の驚きがあった。
それこそドラマだったら奇跡的な再会からロマンチックな
展開になったりするところだろうが、その後スタッフとの食
事会に急遽参加してくれた彼女は私の中学時代の恥ずかしい
エピソードを次々と披露し颯爽と帰っていった。地球が滅亡
するボタンがあれば押したかった。
この韓国出張は本当に時間がなく、観光らしい観光は何一
つできなかった。だが、初めて異国の読者に触れ合えたとい
うこと、そして旅にまつわるフィクションあるある現実ない
ないを二つも堪能できたということで、私の記憶に強く残っ
ている。
ちなみにその同級生は、帰国後とある企業でアルバイトを
始めるのだが、それはなんと私の勤めていた会社だった。私
が退社したあとの出来事だったので共に働いていたわけでは
ないのだが、これもとんでもない偶然である。
さらにその数年後、転職しとある制作会社でディレクター
となった彼女は、なんと私が原作を務めた映画の予告編を制
作するまでになる。これはもはや“フィクションないない現
実ないない”
の域だ。彼女の奇跡体質にあやかって、その映
画もいつか韓国で上映される日が来ますようにと願うばかり
だ。

1989年、岐阜県生まれ。小説家。2009年、『桐島、
部活やめるってよ』
でデビュー。2013年、『何者』
で直
木賞を、2021年、『正欲』
で柴田錬三郎賞を受賞。
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ふたつの
絶景
第

15 回

ザイオン国立公園
066

アメリカ
西部の岩と水
岩に浮かぶ見たことのない模様。
太陽に向かって、鋭く勇ましく伸びる植物。
広大な荒野に現れた光景に唖然とした。
いったい誰がつくったの……と、
馬鹿げた質問が思わず口をついて何度出たことか。
自然がつくり出した驚きの世界。
自然、宇宙っていったいなんなんだ……。
写真・文＝ 黄瀬麻以

ザイオン国立公園
ユタ州のパウエル湖を中心に半径230km
の円周状に広がるグランドサークルと呼ば
れるエリアにある国立公園の一つ。このエ
リアにはグランドキャニオン、モニュメン
トバレー、アンテロープと、ほかにも名だ
たる国立公園や国定公園が存在する。
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クレーターレイク国立公園
068

クレーターレイク国立公園
オレゴン州南部に位置するクレータレイ
ク国立公園の園内には米国で最も深い湖
（カルデラ湖）がある。最深部は594m
もあるとされ、世界で9番目の深さとさ
れている。波のない湖が乾いた山の中に
忽然と現れる。

冒険には感動と恐怖の
絶妙なバランスがある
昼はギラギラと照る太陽の下、夜は降り注いできそうな星の下、
ただただ真っすぐな道をこれでもかと思うほどドライブを続けた
先に、突然姿を現した恐ろしくなるほど神秘的な自然の姿。ザイ
オン渓谷に高くそびえる赤い岩山の谷から見上げる空は果てしな
く遠く、どこまでも深く青いクレーターレイクには見ることので
いにしえ

きない未知なる湖底の世界を想像させる。古のネイティブ・アメ
リカンたちはどうしてここを旅していたのだろう。感動の裏で、
圧倒的な世界に対し小さすぎる自分に恐怖すら感じる。車のガソ
リンの残量、携帯電話の電波を拾える位置、トレイルを歩いて帰
れる己の体力を確認し、自分の存在を何度も確かめた。冒険は、
感動と恐怖のバランスがいつも絶妙だ。
黄瀬麻以／1984年京都生まれ。フリーランスカメラマンとして東京を拠点に、
雑誌、広告などで活動中。
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レトロな名店よ
永遠に

思い出に
したい店
回

写真＝阿部 健

第

文＝マドモアゼル・ユリア

6
長野

万平ホテル

070

格天井と
ステンドグ ラスがまさに
和洋 折衷の設 えです。
しつら

（ ユリア ）
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昔のラベルが
ステッカーに！

和牛のハンバーグステーキ 目玉焼きのせ
じっくり煮込んだデミグラスソース
3 , 8 80円

「ク

ラシックホテル」
ってロマン溢れる響きですよね。このワードだ
けで心が躍ってしまいます。その長い歴史と共に、いろいろな物

語が紡がれてきたかと思うと、なんだか勝手に感慨深くなります。
長野県・軽井沢の地で江戸時代からの歴史を持つ『万平ホテル』
は、映
画『風立ちぬ』
の舞台の一つとしても知られています。明治期になり、西
洋から来るゲストを、言葉も通じない中、見様見真似で作った西洋料理
でもてなし、その心意気が西洋人の間で評判を呼んだという逸話は、な
んとも明治期の日本人らしく心打たれました。現在の本館である、温か
みを感じる山小屋風の西洋建築は1936年に完成したそうです。

072

お食事の時 間をお知らせする
鉄 琴の 音色は 、
開 業当時から変わりません。
（『万平ホテル』西澤美奈子さん）

今

回はランチを頂いたのですが、
到着するとスタッフの女性がメ

インダイニングの入り口で小さな鉄琴を
鳴らしていました。なぜかワクワクする
不思議な光景。なんでもランチとディ
ナーの開始時間をお知らせする時に鳴ら
すのが昔からの慣わしなのだとか。
メインダイニングに入ると、その格天
井や大きなステンドグラスに圧倒されま
す！ まさに和洋折衷の設え。クラシッ
クな定番料理を食べて、ついついその世

上／こちらが噂の鉄琴です。な

界観に浸りたくなってしまいます。

んだか懐かしい響き。鳴らして

ほんのひと時、ここが日本で2022年
であることを忘れてしまうような素敵な
時を過ごせました。

みたい……。中／昭和50年代
から続くレシピで作られたババ
ロアを頂きました。1,100円。
下／1936年に完成した本館・ア
ルプス館。外観も内装も当時の

マドモアゼル・ユリア

ままの姿です。

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。

万平ホテル

行き方を調べる

長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢925
tel. 0267-42-1234
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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
113ページ

Answer on page 113
答案见113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 113

答案见113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P113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。

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。
けいき

キングキー

タワー

6

JUN

今月の
ANAカレンダー

（深圳宝安国際空港から車で約50分）
京基100
（KingKey 100 Tower）

今月は私が
担当します

月のロケーションは

しんせん

深圳／中国

6

今月のナビゲーター
深圳空港所旅客サービス

旅客係員
ロン

シュー

Long Xu
出身地：中国
趣味：旅行
一番好きな観光地：上海

深圳は中国初の経済特区に指定
されて多くの人たちを受け入れた
ことから「移民都市」と呼ばれて
います。超高層ビルが立ち並ぶ一
方、美しい海や山に囲まれ、自然
や環境にも配慮された都市です。

カレンダー特設ウェブサイトへは
QRコードから！
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毎月2 9日は
「 ANAにキュン！」の日

シー

ワールド

Sea World
気分が上がる
ライトアップ

# Long社員オススメスポット
クルーズ船を改造したホテルや個性
的なレストラン、バー、ショッピン
グモールなどのあるエンターテイメ
ミンホァーホウ

ントエリア。『明華号』
の横で音楽に
合わせた噴水ショーが楽しめます。

ココナッツ

チキン

ホット

ポット

Coconut Chicken Hot Pot

スパイシーな
特製ソースで
召し上がれ！

# Long社員オススメグルメ
ぶんしょうどり

海 南 島 の ブ ラ ン ド 地 鶏・文 昌 鶏 と
100％純粋なココナッツウォーター
でつくった、旨みたっぷりのスープ
が決め手の鍋料理。ココナッツの香
『Original Flavor Coconut Chicken』

りをまとった鶏肉がおいしいです。

掲載地のおトクな情報や「ANAにキュン！」の日の詳細は
カレンダー特設ウェブサイトをご覧ください。
来月は、宮崎県です。
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ANA TOMORROW
ANAがお届けする未来への挑戦

June

ANA XとANAあきんどは今年1月、各地の名産品を通じて
とち

どち

地域の魅力と出会える『TOCHI-D OCHI』を東京都世田谷区に開店しました。
写真＝ 阿部雄介

日本全国の名産品を
直営店に集めました

今月のチャレンジャー
いちま

ごう

市間 豪
ANA X（株）
事業開発部グロース・
オペレーションチーム。『 TOCHIDOCHI 』の企画・運営に携わる。
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Challenge

なか

中に、ふらっと入れるANAのお店があった

街 ら……。ANAグループは今年1月、航空事業
まち

に加えて新たな価値を生み出そうと、小田急線成
城学園前にある『成城石井 成城店』横の約10坪のス
ペースに『 TOCHI-DOCHI 』
1号店をオープンしまし
た。コンセプトは、旅をしている気分になれるお店。
ANAグループの路線や流通ネットワーク、マーケ
ティングなどのノウハウを結集させ、期間ごとに特
集エリアを変えながら100種類ほどの特産品や工芸
品を販売しています。3月にはECサイトもオープ
ンし、その土地でしか購入できない一品を、全国ど
こからでもお買い求めいただけるようになりました。

オープンにあたり、生
産地を訪ねました。写
真は鹿児島県奄美市『て
るまに珈琲』
の店内で。

土地への想いを込めたロ
ゴが目印。第1弾はPeach
が就航する奄美群島。

TOCHI-DOCHI

『てるまに珈琲』の沖田新作さん、戸内竜吾さん
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コンセプトは、旅をしている気分！

市間の

ご要望をもとに商品をセレクト

市間の

Take off!

『T

OCHI-DOCHI』
には、レギュラー商品はありません。
お客様のご要望や購買履歴をもとに商品をセレクト

して店頭に並べています。オープン当初に新聞記事を見て
けいはん

駆けつけてくださったお客様から、「鶏 飯はないかしら」
とお尋ねをいただき奄美群島のソウルフードである鶏飯を
仕入れたところ、リピートされるお客様が後を絶ちません
でした。その時々で入れ替わる名品との出会いはもちろん、
店舗内のモニターに映している各地の映像、販売スタッフ
との旅にまつわる会話などからも「非日常」
を味わえます。

第1弾は奄美群島、第2弾は香川県を取り上げました。1〜3か月ごとに
地域が変わり、東京では手に入りにくい特産品をご購入いただけます。
『TOCHI-DOCHI』東京都世田谷区成城6-11-5

080

市間の

「店 長」としてお客様と直接お話をさせていただけることが

ありがたく、日々の気づきを大切に記録しています。事

業開発では0を1にすることがミッションなので、「まずはやっ
てみよう！」が仲間との合言葉。小売店の運営ははじめての試
みでしたが、ANAグループの多彩な仲間の存在があって事業
を少しずつ成長させることができました。今後は、購買データ
をもとにさらに事業を発展させ、2店舗目、3店舗目を出店し
ていきたいと思います。そうして地域のコミュニティや生産地
とのつながりを生み出す場に育てていけると嬉しいですね。
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つながりを生み出す場に育てたい

私の﹁挑戦」への原動力

1

お客様との会話

2

まずはやってみよう！

多彩な仲間の存在

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 75」運賃例

2022年9月1日（木）〜10月29日（土）ご搭乗分

路線

運賃額

東京（羽田）─ 札幌（千歳）

11,400円＊1 ～ 28,400円

東京（羽田）─ 大阪（伊丹）

7,400円＊2 ～ 16,000円

東京（羽田）─ 福岡

9,600円 ～ 28,100円
9,200円＊3 ～ 28,200円

大阪（伊丹）─ 札幌（千歳）
名古屋（中部）─ 沖縄（那覇）

9,700円 ～ 26,400円

福岡 ─ 沖縄（那覇）

11,700 円 ～ 16,900円

＊1 11,400円は羽田発千歳着のみ、＊2 7,400円は羽田発 伊丹着のみ、＊3 9,200円は千歳発 伊丹着のみの設定となります。
※上記各路線の運賃例は、2022年3月27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。

ANA
SUPER
VALUE

詳しくはANAウェブサイトをご覧ください。
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【 ANAトラベラーズ／国内旅行 】

「航空券＋宿泊」ダイナミックパッケージ発売中！

国内航空券と宿泊プランがセットに
なったANAトラベラーズ ダイナミック
パッケージは、翌日の出発分から355日
先の帰着分までのご予約が可能です。
夏休みや年末年始の旅を最新価格で
ご案内しています。ご予定に合わせた国
内旅行プランをご利用ください。
▶ ポイント ・
 出発前日16：59までのご予約が可能

・ツアーマイル、フライトマイルが貯まる
・混雑する時間帯や日取りを避けたご予約は、よりおトク

ダイナミック
パッケージ

詳しくはANAウェブサイトをご覧ください。

03

【 ANAトラベラーズ／海外オンラインツアー 】

夏のベストシーズン！ 憧れのコッツウォルズへ

イギリスで最も美しい場所の一つに数
えられ、美しい田園風景が広がるコッツ
ウォルズ。イギリス愛にあふれるANAトラ
ベラーズ添乗員と現地ガイドが中継と動
画を織り交ぜながら、約1時間のオンライ
ンツアーの中で、観光名所や紅茶文化な
どの魅⼒を存分にご紹介します。花々が
咲き誇る、ベストシーズンのコッツウォル
ズに癒やされてみませんか？
▶ 開催日時：7月9日（土）20：00～21：15〈日本時間〉

オンラインツアー
詳細

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 】

ANA WonderFLY×ANA SHONAI BLUE Ambassador
伝統技法を使った庄内産ワイン造りに挑戦します

山形県・庄内エリアに移住し、客室乗
務員として乗務しながら地域活動を行う
「ANA SHONAI BLUE Ambassador」
が、鶴岡市に2020年秋にオープンした
『ピノ・コッリーナ 松ケ岡』と連 携して、
アッサンブラージュ（ワインの原酒を混ぜ
合わせる伝統技法）によるワイン造りに
挑戦します。ANAのクラウドファンディン
グサイト「ANA WonderFLY」にて皆様

©️冨樫ジュン

のご支援を受け付けています。
詳しくはANAウェブサイトをご覧ください。

05

感じる庄内旅

ANA
Wonder
FLY

【 ニュース 】

地域の魅力を旅するお店『TOCHI-DOCHI』を
東京都・成城学園前にオープンしました

ANAグループは、日本各地の名産品を
通じて地域の魅力に出会えるポップアッ
とち

どち

プストア『TOCHI-DOCHI』を成 城学園
前にオープンしました。
期間ごとに特集エリアが替わり、その
土地ならではの風土から生まれたおいし
いもの、歴史や文化・ストーリーを感じ
るものなど、東京にいながら旅をしている
気分になれる名品を揃えています。
※ANAカードまたはANA Payでの決済の場合、5%割引+200
円（税込）につき1マイルを付与します。

詳しくはANAウェブサイトをご覧ください。

TOCHI-DOCHI
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【 ANAトラベラーズ／国内旅行 】

「ゴルフ旅行特集」にてセットプランを好評販売中！

ANAトラベラーズでは、北海道・九州・
沖縄方面でご利用いただける、ホテルと
ゴルフ場がセットになったプランを発売
中です。憧れのゴルフ場をご利用いただ
けるセットプランと、お好きなゴルフ場と
宿泊を組み合わせてご予約いただけるセ
レクトプランをご用意しています。
また、全国のゴルフ場を24時間いつで
もご予約いただける特設予約サイトが6
月下旬よりオープンします。この機会にぜ
札幌ゴルフ倶楽部輪厚コース

ひご利用ください。
詳しくはANAウェブサイトをご覧ください。
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ゴルフ旅行特集

【 ニュース 】

ANA公式SNSへの写真の投稿をお待ちしています！

ANA公 式SNSで は、皆 様 の 素 敵 な
写真を募集しています。移動中や旅先で、
とっておきの景色を見つけたら、専用の
ハッシュタグを付けてInstagram、Twitter、
Facebookにご投稿を！ 公式アカウント
でご紹介させていただきます。たくさんの
ご投稿をお待ちしています。
▶ 専用ハッシュタグ：
・機窓からは「＃ソラマニ_マドカラ」
・飛行機写真は「＃ソラマニ_ヒコーキ」
・旅のワンシーンは「＃ anaタビキブン」

詳しくはANAウェブサイトをご覧ください。

ANA公式SNS
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【 サービス 】

空の旅のお供に、
「eライブラリ」

ANAアプリでご利用いただける「eラ
イブラリ」では、機内誌『翼の王国』の他、
130種類以上の雑誌・新聞＊のデジタル
版コンテンツをお楽しみいただけます。機
内だけでなく、空港までの移動中や滞在
先などでもご利用ください。ご出発前に
ご自宅や空港などのWi-Fi環境でダウン
ロードしていただくことで、快適にお楽し
みいただけます。なお、機内誌については
ご搭乗の有無にかかわらず、いつでもど
なたでもダウンロードが可能です。

＊ご利用には条件があります。

『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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【 ANAマイレージクラブ会員限定／ニュース 】

「ANAのふるさと納税」返礼品特集 うなぎ

自治 体への 寄付のお礼に寄付 金 額
100円につき1マイルが 貯まる「ANAの
ふるさと納税」では、毎月さまざまなテー
マの返礼品を特集しています。
今月は返礼品として人気の「うなぎ」を
ご紹介します。定番の蒲焼きから、うな
ぎ本来の旨みを堪能することができる白
焼きまで、全国各地の自治体自慢のうな
ぎが盛りだくさんです。今年の「土用の丑
の日」には、こだわりのうなぎの返礼品を
ぜひお召し上がりください。
詳しくは「ANAのふるさと納税」ウェブサイトをご覧ください。
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ANAの
ふるさと納税

ANA GROUP INFORMATION
【 ニュース 】

10 「ANA Pocket」を持って“MYスポット”を探しに出かけよう
移動がポイントに変わるモバイルアプ
リサービス「ANA Pocket」では、毎日の
お出かけが楽しくなるコンテンツが盛り
だくさん！ 6月も限定チャレンジを実施し
ています。チャレンジ画面から遷移できる
デジタルマップを使えば、
ご近所のカフェ
や飲食店、観光施設などが一目でわかり
ます。お持ちの端末に「ANA Pocket」を
ダウンロードして、お気に入りのスポット
を見つけに出かけませんか？ 梅雨の時
季の移動もきっと楽しくなるはずです。
ANA
Pocket

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 】

「ANAショッピング A-style」ANAオリジナルアロマ

ラウンジや機内でもご好評をいただい
ているANAオリジナルアロマ。記憶とつ
ながる香りの力で、いつでも旅の思い出
をお楽しみいただけます。
「ANAショッピング A-style」では、香り
のアイテムを各種取り揃えています。和歌
こうやまき

おお

山県・高野山の高野槇、奈良県・吉野大
みねさん

よしのひのき

峰山の吉野檜に加え、世界各地から厳選
した合計12種類の植物をブレンドしてい
ます。ANAオリジナルの香りをぜひお楽
しみください。

※写真左から「ANAオリジナル エアミスト 30mL」1,650円、
「ANAオリジナル アロマオイル 10mL」1,980円。

詳しくはANAウェブサイトをご覧ください。

A-style
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【 ニュース 】

ANAのアートプロジェクト「OFF TO ART」を始動

ANAでは、日本の文化・芸術の魅力を
発 信していく新たなプロジェクト「OFF
TO ART」を5月末より始動しました。
国内外で活躍が期待される日本の若
手現代アーティストにANAが独自に密着
し、活動・作品に込めた想いや制作風
景など、アーティストたちの知られざる姿
をANAの媒体独占でお届けしていきます。
また、ご紹介するアーティストの作品は、
「ANAショッピング A-style」のウェブサ
イトからもご購入いただけます。
詳しくはANAウェブサイトをご覧ください。

13

OFF TO ART

【 ANAマイレージクラブ会員限定／ニュース 】

ANAマイレージクラブの一部サービスに2段階認証を導入

ANAでは、2022年夏以降にANAマイ
レージクラブの一部サービスで、ワンタイ
ムパスワードによる2段階認証を導入し
ます。ワンタイムパスワードは、ANAマイ
レージクラブの「ANAからの重要なお知
らせ」に登録されているメールアドレスに
送付されます＊1。すでに会員のお客様も
ご登録情報の最新化をお願いします＊2。
＊1 ドメイン指定受信をご利用の場合は、
「121.ana.co.jp」か
らのメール受信ができるように事前の設定をお願いします。
＊2 ご登録情報を最新化されていない場合、2022年夏以降、
ウェブサイト上で一部サービスをご利用できなくなります。

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 】

マイル・ANA SKY コインの有効期限を延長

2023年2月28日（火）までに有 効 期
限を迎えるマイル・ANA SKY コインを
延長します。まだ参加登録がお済みでな
いお客様は、下記期限までの参加登録
が必要です。この機会にご登録ください。
▶ 延長後の有効期限：2023年3月31日（金）

▶ 参加登録期限：2023年2月28日（火）まで

▶ 対象：2022年4月1日（金）～2023年2月28日（火）に有効期限を迎える
マイル・ANA SKY コイン

※すでに参加登録をされたお客様は、再度参加登録をしていただく必要はありません。対象になるマイル・ANA SKY コインは、参
加登録期限までに登録をしていただくと、有効期限を迎えた後でも、参加登録の翌月中旬に、同数を積算・付与します。

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グループ 】

「avatarin」で誰でも瞬間移動できる未来へ

ANAホール ディングス発 のスタート
アップであるavatarin（アバターイン）で
は、体を移動させずに人の意識と存在感
を遠隔地のアバターに伝送する「瞬間移
動サービス」をご提供しています。
「より気軽に、よりエコに、より多くの
人々に」。これらのポイントに注力し、世
界中のすべての人が、一瞬で、どこへでも
移動できる未来社会を実現するため、既
存の移動手段の課題を解決するとともに、
新たな移動手段の普及に挑戦します。
詳しくはavatarinウェブサイトをご覧ください。
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avatarin
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【 ニュース 】

16

ANAが未来に向けて取り組む地球温暖化対策と
生物多様性の保全について

ANAグループでは、地球温暖化対策
や生物多様性の保全などの地球環境へ
の取り組みを経営の重要課題と認識し、
航空機が排出するCO 2 相当の温室効果
ガスの削減活動に間接的に投資できる
「ANAカーボン・オフセットプログラム」
や「 サンゴ保全 活動」などを通じて、環
境負荷の低減に取り組んでいます。
ANAカーボン・オフセットプログラム

ANAカーボンオフセット・プログラムは、
ご搭乗いただく航空機が排出するCO 2 相
当量を、森林再生などへの投資を通して
©山梨県

お客様ご自身がオフセットできる仕組み
です。認証基準を満たした日本、インドネ
シアおよびペルーのプロジェクト＊のいず
れかに対し、ウェブサイトからご支援いた
だくことができます。
サンゴ保全活動へのマイル寄付

ANAグループが参画するプロジェクト
ちゅ

「チーム美らサンゴ」では、危機に面して
おんなそん

いる沖縄県・恩 納村のサンゴ保全活動
を環境省、沖縄県、恩納村の後援のもと、
地元関係者と協力しながら推進していま
す。マイル寄付を通し、チームの活動を
ウェブサイトからご支援いただけます。ぜ
ひご協力ください。
詳しくはANAグループウェブサイトを
ご覧ください。

上／ANAカーボン・オフセットプログラムの一例。「やまなし県
有林活用温暖 化対策プロジェクト」対象の森林。下／「チーム
美らサンゴ」でのサンゴの植え付け作業の様子。

＊対象のプロジェクトは予告なく変更される場合があります。予
めご了承ください。

ANAカーボン・
オフセット
プログラム
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【 ANAマイレージクラブ会員限定／ニュース 】

ANAの保険「明日へのつばさ」
持病があっても入りやすい終身医療保険

「明日へのつばさ」持病があっても入りや
すい終身医療保険は、持病・入院・手術
経験ありの方＊1でも加入しやすい保険で
す。4月1日（金）より、ご加入の際にANA
SKY コインが1,500コイン貯まります＊2。
▶ ポイント ・給付金の削減期間はなく、契約時から満額を保障
・5つの保障項目を必要に応じてカスタマイズ可能

＊1 2つの告知事項に該当しない場合。 ＊2 ANA SKY コインの付与には諸条件がありますので、詳細はウェブサイトよりご確認
ください。 ※取扱商品、各保険の名称や保障内容などは引受保険会社によって異なりますので、ご加入にあたっては、必ず「重要事
項説明書」などをよくご確認ください。 ○引受保険会社：朝日生命保険相互会社

〇募集代理店：ANAファシリティーズ株式会社

詳しくはANAウェブサイトをご覧ください。

ANAの保険

「お客様の声」にこだわっています
イヤホンをもらいたいが、設置場所がバラバラでわかりにくい。

国内線でイヤホンをご提供する場所を機内に統一しました
ご自身のイヤホンをお持ちでないお客
様のために、無料のイヤホンをご用意し

が可能ですのでお持ち帰りいただき、環
境負荷軽減にご協力ください。

ていますが、空港施設の制限によりご提
供場所がわかりにくいことが判明しまし
た。2021年6月からご提 供 場 所を機 内
（入り口付近等）に統一しています。また、
機内でご用意しているイヤホンは再利用
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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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.
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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.
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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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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/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

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】

POP/ROCK and more

CLASSICAL MUSIC

旅するクラシック

Music Travel-70's & 80's

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。

あじさいのうた

※下記の各一部機材でご利用いただけます。
B737-800、B777-200、B777-300

GLORIA

原由子（タイシタレーベル／ビクターエンタテインメント）

〈恋のはじまり〉

バーンスタイン：ウエスト・サイド・ストーリー
プロローグ - マリア
Bernstein: West Side Story

ZIGGY（徳間ジャパンコミュニケーションズ）

Prologue - Maria

未来ソング
特集

バック・トゥ・ザ・フューチャー
／Back To The Future
アウタタイム・オーケストラ
／The Outatime Orchestra

JAPANESE MUSIC

演歌・歌謡～心のふるさと～

（ユニバーサル ミュージック）

未来の花嫁

松田聖子（ソニー・ミュージックレーベルズ）

お嫁においで

明日
（あす）
に向って走れ

加山雄三

（DREAMUSIC・）

吉田拓郎

（フォーライフ ミュージックエンタテイメント）

Hi-Hi-Hi

トニー：アンセル・エルゴート
ニューヨーク・フィルハーモニック、ロサンゼルス・フィルハーモニック
グスターボ・ドゥダメル（指揮）

プロコフィエフ：バレエ音楽《ロメオとジュリエット》作品64
騎士たちの踊り
Prokofiev: Romeo and Juliet, op.64
Dance of the Knights

ボストン交響楽団 / 小澤征爾（指揮）

プッチーニ：歌劇《ラ・ボエーム》
私の名はミミ
Puccini: La Bohème

Sì. Mi chiamano Mimì

あおい輝彦

（テイチクエンタテインメント）

レナータ・テバルディ
（ソプラノ）
ローマ聖チェチーリア音楽院管弦楽団 / トゥリオ・セラフィン（指揮）

ペガサスの朝

素敵なラブリーボーイ
林 寛子

（フジパシフィックミュージック）

野風増（お前が20才になったら）
河島英五

五十嵐浩晃（ソニー・ミュージックレーベルズ）

ラヴェル：
《ダフニスとクロエ》
第2組曲

涼風

パントマイム - 全員の踊り
Ravel: Daphnis et Chloé Suite No.2

岩崎良美（ポニーキャニオン）

Pantomime - Danse générale

話しかけたかった

ミシェル・デボスト
（フルート）
パリ管弦楽団 / ダニエル・バレンボイム
（指揮）

南野陽子（ソニー・ミュージックレーベルズ）

（日音）

青春サイクリング
小坂一也

パーソナリティ :

恋は紅いバラ

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。

（日本コロムビア）

殿さまキングス

寺脇康文（俳優）

（ビクターエンタテインメント）

あじさい橋

聴き比べ
コーナー

モーツァルト：歌劇《フィガロの結婚》KV492
自分で自分がわからない
Mozart: Le nozze di Figaro, KV492 Non so più cosa son, cosa faccio

●チェチーリア・バルトリ
（メッゾ・ソプラノ）
ウィーン室内管弦楽団 / ジェルジ・フィッシャー（指揮）
●マグダレナ・コジェナー（メッゾ・ソプラノ）
エイジ・オブ・インライトゥメント管弦楽団
サイモン・ラトル（指揮）

城之内早苗

（ソニー･ミュージックレーベルズ）

JAPANESE TALK SHOW

〈UNIVERSAL MUSIC Recommends〉

全日空寄席

夫婦善哉
石川さゆり

（ホリプロ）

ベートーヴェン：ディアベッリの主題による
33の変奏曲 ハ長調 作品120

第24変奏
（抜粋）
Beethoven: 33 Variations in C Major, op.120
on a Waltzby Diabelli

浪曲「地べたの二人～おかずの初日」

みちづれ

玉川太福

牧村三枝子

曲師：玉川みね子

（2019年10月10日 東京・イイノホールにて収録）

（サンミュージック出版）

娘に…

Var. 24. Fughetta. Andante <excerpt>

玉川太福

落語「四段目」
隅田川馬石

吉 幾三

（徳間ジャパンコミュニケーションズ）

内田光子
（ピアノ）
監修：飯尾洋一

〈全曲 ユニバーサル ミュージック〉

（2019年5月4日 東京・スタジオフォーにて収録）
隅田川馬石

※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

©カンテレ

BLUE SKY NEWS

#4

いきなり！日帰りツアーSP

ANA公式YouTubeチャンネル
「BLUE SKY NEWS」。
今回は、ANAシェフによる機内食商品アレンジレシピと
ボーイング777機体洗浄の裏側をご紹介します。
This time on BLUE SKY NEWS, ANA's official YouTube
channel, we present ANA chefs' adjusted inflight meal
recipes and a look at the cleaning of a Boeing 777.
音声

日本語

AUDIO TRACKS

Japanese

字幕

日本語

SUBTITLES

Japanese

Shall We Go on a Day Trip

SP

街を歩くおばあちゃん達に
「いきなり」声をかけ、全国各
地の日帰り旅にご招待するほっこり旅番組をお送りし
ます。
今回の舞台は沖縄県・石垣島です。
A lovely, warm travel program that sees the host walk up
to elderly ladies walking on the street and invite them
on a one-day trip. This time: Ishigaki Island, Okinawa.
音声

日本語

AUDIO TRACKS

Japanese

※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

A320neo / A321neo / B777-200＊

B787-8＊

※現在随時改修中です。機内にてご確認ください。
今後はB787-9＊と同じ画面に変更予定です。

＊Our systems are undergoing improvements. Check the system on
your flight for more information.
All monitor displays will soon be the same as those on B787-9＊ aircraft.

B787-9＊
※背景画像は時期により異なります。

＊Scenery images will change according to the season.

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.

旅にはいつも新しい発見がある
年に１回、気の合った仲間と日本各地をド
ライブしている。2020年は北海道南西部、
2021年は道東を4泊5日で走り抜けた。釧路
空港を起点として釧路・根室・納沙布岬・羅臼・
知床を陸から海から眺め、摩周湖を回ってき

from : 和田義則

た。旅の楽しみは自然風物を眺め、地元の食を頂き、地元の人と触れ合
うこと。今回も安心の翼にお世話になった。おかげで感動の旅ができた。

全部頑張って一緒に働く！
那覇から大阪まで家族6人旅。私の仕事の都合でそ
の日のうちに伊丹空港に戻るため、熊本経由になり
ました。子どもたちからはANAの飛行機に2回乗れ
て嬉しいと感謝されました。娘はCAに憧れていま
す。初めて間近でCAさんを見て、将来が見えてき
from : 福田佳史

たようです。勉強もスポーツもバイオリンも頑張っ
て、一緒に働くと言っています。嬉しい限りです。

空飛ぶアザラシ
2022年1月、約20年のつき合いになるアザ
ラシのぬいぐるみを連れて、飛行機に乗りま
した。家族の波瀾万丈の年月を見守ってくれ
た心の友のような存在で、上空では抱き枕に
して書物を読んだり、窓からの景色を見せて

from : 中村裕貴

あげたりしました。初めて見る雲の上からの景色に、何を感じたので
しょう。生涯の思い出に残るひとときでした。
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富山への帰省と東京に住む娘に会う旅
到着便が遅れて乗り継ぎ時間が短いとラウンジで聞
き、空港内を走る覚悟はしていました。乗り継ぎ便
の離陸20分前に羽田に到着。もうダメかと思いま
したが地上係員の方の誘導で間に合いました。実家
では墓参りと雪かき三昧、次は北陸新幹線で東京へ。
from : anonymous

こちらも大雪で遅れましたが、娘と久々の再会。間
に合わせてくださってありがとうございました。

どうぶつを夢中で探しています！
久しぶりに飛行機に乗ったら、『翼の王国』
がな
い？ コロナ禍でなくなったのかと残念に思っ
ていたら、「機内誌をご希望の方は……」との
アナウンスが。早速コンパクトになった『翼
の王国』
をいただきました。たくさんの写真と
エッセイなどが旅の気分を盛り上げてくれます。

from : 松野奈津子

「どうぶつかくれんぼ」
は一瞬でも子どもも静か
にしてくれるありがたい存在です。

お便り募集
郵便飛行では、皆様の旅の思い出をお待ちしています。
原稿は250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、
Amazonギフト券3,000円分をお贈りします。
※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。
※主催：ANA X『翼の王国』編集部
※AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

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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3,000円分
プレゼント！

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。 柄や種類はお選びいただけません。A賞B賞いずれもお一人様1点ずつ。

【A賞】（5名様）
山中塗ステンレスボトル

【B賞】（10名様）
抗菌富士

【C賞】（2名様）
B787-10モデルプレーン

石川県の伝統工芸の

クリーンな抗菌めっきの

1: 200スケール仕様

職人技を手のひらに

富士山キッチン雑貨

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

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

2022年6月１日

発行＝ ANA X『翼の王国』編集部
〒103-0027 東京都中央区日本橋2-14-1
発行人＝全日本空輸株式会社
編集長＝小黒一三
制作＝株式会社トド・プレス
アートディレクター＝中村圭介（ナカムラグラフ）
デザイン＝ナカムラグラフ、
TSTJ Inc.
印刷＝共同印刷マーケティングソリューションズ株式会社
【記事に関するお問い合わせ】
制作 株式会社トド・プレス
tel. 03-3549-0133
【広告に関するお問い合わせ】
ANA X株式会社 ライフサービス事業推進部
ml_notice_anamedia@ana-x.co.jp
©All Nippon Airways 2022
本誌掲載の写真・記事の無断転載および複写を禁じます。
本誌に記載されている価格はすべて税込価格です。

Publisher: All Nippon Airways Co., Ltd.
Editor-in-chief: Kazumi Oguro
Editors: Takahiro Kadomae / Takuro Watanabe / Saya Miyazaki /
Naoko Tsutsumi / Momoe Machida / Atsuko Hiromasu (TODO
PRESS, Inc.)
Editorial: TODO PRESS, Inc.
Editorial inquiries: TODO PRESS, Inc.
Tel: +81 (0)3-3549-0133
Art Director: Keisuke Nakamura (nakamuragraph)
Designers: Kae Nozawa / Mari Higuchi / Eisuke Ito / Hiroomi Horiuchi /
Mayumi Suzuki / Tsugumi Hirata / Momoe Torii (nakamuragraph)
Nobuyuki Dewa / Kotomi Mazaki / Kaho Ishii / Ayaka Hoshino /
Kaisei Yamada (TSTJ Inc.)
Advertising inquiries: ANA X Inc. Daily Life Business Department
E-mail: ml_notice_anamedia@ana-x.co.jp
Additional proofreading:Matt Treyvaud (English) , Junko Haraguchi
(Chinese) and WIP Japan Corporation (English & Chinese)
Published monthly by All Nippon Airways. All rights reserved.
No part of this magazine may be reproduced without the
written permission of All Nippon Airways.
Copyright ©2022 by All Nippon Airways. Opinions expressed in this
publication are those of the authors or persons interviewed and are
not necessarily endorsed by the editorial staff or All Nippon Airways.
All price indications in this magazine are tax-included.

113

