ANA グループ機内誌 The Inflight Magazine of ANA Group August 2022 No.638

8

特集
ド イツ

香川

湯けむりの
向こうは黒い森

特集

瀬戸内海の島々は
お宿もアート

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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8月号

CONTENTS

009 _ ごあいさつ
012 _ あいにいきたい「なごむ」動物
ジュゴン
014 _ グッドお湯♨ハンティング
〜活力編〜 北海道
016 _

特集 ドイツ

湯けむりの向こうは
黒い森

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
アラン諸島の
岩と格子
070 _ 思い出にしたい店
長崎 珈琲冨士男
074 _ どうぶつかくれんぼ
075 _ SUDOKU

032 _ TSUBASA’
s interview
古川雄輝
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
高知県

特集 香川

瀬戸内海の島々は
お宿もアート

078 _ ANA TOMORROW
082 _ MY FAVORITE SPOT!
084 _ ANAグループからの
お知らせ

051 _ 旅でお土産にしたいもの
マフィン

106 _ SKY CHANNEL

054 _ おべんとうの時間
芝 陽一さん

108 _ ANAグループ航路図
112 _ 郵便飛行

【今月の表紙】
カラカラテルメ
（ドイツ）
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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

3年ぶりの夏
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。
いよいよ夏休みの季節を迎えました。今年は3年ぶりの「いつ
もの夏」
となり、久しぶりにワクワクした気持ちで過ごされてい
る方も多いのではと思います。
さて、夏が来れば何を思い出されるでしょうか？
私にとって夏の思い出は「夏祭り」
です。小学生の頃、両親に地
元の氏神様の夏祭りに連れていってもらうことが何よりも楽しみ
でした。暮れなずむ夏の夕暮れ、涼やかな海風、屋台を彩る提灯
の鮮やかな色彩と純白の綿飴、すれ違う人々の嬉しそうな顔など、
あの頃の記憶は、遠い彼方の美しい思い出として今もなお鮮明に
残っています。
そんな私にとって、ここ2年間、コロナ禍で夏祭りの開催を見
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合わせる地域が多かったのは残念でなりませんでした。しかし、
今年は全国の多くの地域で夏祭りが開催されるというニュースを
耳にするようになり嬉しい限りです。昨年規模を縮小して実施さ
れた仙台七夕まつり、徳島の阿波おどりの本格開催に加えて、青
かんとう

森ねぶた祭、秋田竿燈まつり、京都の祇園祭の山鉾巡行、高知の
よさこい祭りなどが再開されます。歴史ある日本の祭りを「今年
こそ」
と、感染症対策を講じながら、開催へ漕ぎつけられた地元
関係者の皆様の熱意と実行力に心から敬意を表します。
「夏祭り」
。静かに目を瞑れば、笛や太鼓のお囃子の音、そして
神輿を担ぐ人々の威勢の良い声、所狭しと並ぶ屋台からこぼれる
おいしそうな匂いが脳裏に浮かびます。やはり祭りの良さは「映
像・画像越し」
では感じ取れません。皆様も、ご家族や大切な方と
実際にお出かけになり、五感
を通じて「本物」
を感じられて
みてはいかがでしょうか。
もちろん夏祭りだけではあ
りません。日本は東西・南北
それぞれおよそ3,000キロに
わたり、6,800あまりの島か
らなる世界でも稀有な国で、
人々を魅了するたくさんの観
光資源があります。人生観が
変わるような美しい風景に感
動し、その土地ならではの特
「仙台七夕まつり」
画像提供：仙台七夕まつり協賛会
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別な体験や独特の郷土料
理を楽しみ、風情ある温
泉で日常のストレスをす
べて洗い流す……。コロ
ナ禍でずっと我慢してい
た「旅行欲」
が解放される
夏が来ました。
日本全国の交通機関、

「青森ねぶた祭」

宿泊施設をはじめとする

画像提供：
（公社）青森観光コンベンション協会

観光地の方々も、皆様を
安全・安心にお迎えする万全の準備を整えてお待ちになっていま
す。今年の夏ほど「その土地の空気を肌で感じる旅の喜び」
を実感
できる機会はないかもしれません。
今まさに帰省や旅行を計画されている方もいらっしゃるかと
思いますが、一方で「長い間旅行を控えていたので、どこに行っ
たらよいのか分からなくなった」
といったお声も聞こえてきます。
そんな皆様にもご活用いただけるよう、ANAグループは「夏旅」
ウェブサイトをご用意しましたので、ぜひ覗いてみてください。
この夏、人生をより豊かにするために、今こそ「いつか行って
みたい」
を「現実」
にされてみてはいかがでしょうか。私たちは皆
様の旅が最高の思い出になるよう、いつでも心を込めてお手伝い
をさせていただきます。引き続き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。

「夏旅」ウェブサイトはこちら
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ぷかぷか……

あいにいきたい

17

回

動物

第

なごむ

ジュゴン
かいぎゅう

【海 牛目ジュゴン科】
生息地：太平洋・インド洋などの温かい海
体長：およそ2.5～3m
三重県鳥羽市 鳥羽水族館

写真・文＝ 平林美紀
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いただきまーす

【

ジュゴン

】

『鳥羽水族館』
で飼育しているメスのジュゴン「セレナ」
は、おっとり
した癒し系。現在、日本の水族館であえるジュゴンはこの1頭だけ
で、セレナは35年も前からここで暮らしています。ジュゴンは海
に生息する草食の哺乳類で、近縁の動物は意外にもゾウなのだそう。
い2つの鼻の穴は水中では閉じていますが、水面に浮上
して息継ぎをする時、内側にパカッと開きます。
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これが
鼻の穴です

主食は海草ですが、セレナはロメインレタスも好んで食べます。丸

活力編
illustrations：Hiroyuki Suzuki

文＝ 温浴愛好家・井上英樹

北海道

旭岳
温泉

どの季節も美しくも雄大な姿を見せてくれる
北海道最高峰・旭岳。

湯元 湧駒荘

旅 す る 人 た ち を 優 し く 迎 えてく れる 、

5つの表 情 を 持つ北 海 道 屈 指の温 泉

第17回

山の力「温泉」を存分に楽しめるのが
ゆこまんそう

旭岳温泉『湯元 湧駒荘』だ。
全国の温泉情報

北海道上川郡東川町勇駒別旭岳温泉
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tel. 0166-97-2101

泉好きなら「好きな温度」
が
あるはず。僕は熱い湯を好

む。寒い土地には熱い湯が多い気が
する。雪国では芯から体を温めたい

雄大な旭岳！

温

からだろうか。
北海道・旭岳。ロープウェイに乗ればこ
の山の大パノラマを体感できる（天気がよ
ければぜひ乗ってください！）
。噴気孔か
ら上る白煙は生きた火山の証拠だ。旭岳
ロープウェイ駅にも近い『湯元 湧駒荘』
を
訪れた。開湯は大正3年（1914年）
。湯治
場として親しまれてきたこの温泉の源泉は
5つ。色、温度、匂いが異なるという。な
んと贅沢な温泉だろう。外光を多く取り入
れた5つの湯からなる開放的な浴場「ユコ
マンの湯」
の一つに入ると、拍子抜けした。
ぬるい。北海道の温泉なので勝手にあつ湯

たっぷり楽しむ
源泉掛け流し！

を想像していたのだ。だが、ぬる湯なのでじっくり入ることができる。
目を閉じて、湯に体をゆだねる。すると、ほくほくと体が温まってく
るのを感じた。「なんだろう、これは」
。体温と湯の温度が馴染み、体
と湯の境界がわからなくなる。「まる
で無重力だ……」。完璧な心地よさの
中に体を置き、心の底から湯を堪能し
た。温泉に先入観などいらない。感じ
ろ。旭岳温泉は温泉の楽しみ方を僕に
教えてくれた。

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。

015

特集 ドイツ

湯けむりの
向こうは
黒い森
温浴の聖地
バーデン・バーデン紀行

ちょっとぬるめが
いい感じ

文＝ 渡辺卓郎
写真＝ 小島康隆
コーディネート＝ 太田エリザ
イラスト＝ なかむらるみ
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ヨーロッパ有数の温泉大国であるドイツ。
そして、独自の進化を続けるサウナ大国でもあるドイツ。
なるほど、
ドイツは温浴の聖地だったのか。
ドイツ南部に点在する数ある温泉地の中でも
古い歴史と格式を持つ街、バーデン・バーデンへ。
そこは時空を超えた温浴ワールドだった。
017

飲泉所が
この大きさ！

上／1840年代に建設されたトリンクハレ（飲泉所）の長い回廊。かつては建物
の中で源泉を飲むことができたのだが、近年、飲泉ができなくなってしまった。
下／街中に美しい噴水が多いのは古代ローマ文化の影響によるものだという。
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オース川に沿った緑の遊歩
道には中世スタイルの観光
馬車が走っていた。

「黒い森」の北部、
バーデン・バーデンは温泉の街
ドイツにはおよそ170の温泉地があるそうだが、「やはりバーデン・
バーデンに行くべきでしょう」
と、友人が教えてくれた。
バーデン・バーデン。なんだかよい響きだ。「バーデン」
とはドイツ
語で「入浴」を意味する言葉で、温泉地には「バーデン」や「バード」と
いう名がつくものが多い。ドイツには「バーデン○○」という地名が
多いなとは思っていたが、それが温泉地を表していたとは！ すると
「バーデン・バーデン」
は「入浴・入浴」
ということか。まさに温泉の中の
温泉。これはもう行くしかない。
フランクフルト空港から特急電車に乗って南へ約1時間20分。そこ
は小鳥たちのさえずりがどこにいても聞こえてくる、緑あふれる街
だった。この自然環境による気候療法を含めての、温泉を中心に捉え
た健康保養地という考えが、ドイツにおける古くからの温泉地のあり
方。治療施設としての温泉があり、周辺にはホテル、商店街、公園が
あり、ホールや野外音楽堂などもあってコンサートが催されるという
から、日本的な温泉地とは異なる文化が根付いているようだ。バーデ
ン・バーデンの街の歴史は古く、およそ2000年前の古代ローマの浴場
遺跡があることからも温泉文化の積み重ねを感じる。
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フリードリヒス浴場
Friedrichsbad

『フリードリヒス浴場』の中
央部にある「ローマン・アイ
リッシュ浴場」
。28℃のぬる
湯に浸かって時空を超える？
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ルネッサンス様式の施設。作家のマーク・トウェインは「フリードリヒス浴
場では、10分後に時間を忘れ、20分後には世界を忘れる」
と称えたそうだ。

古代ローマの温浴体験
浴室の天窓から光が差し込むと、フワァ〜ッと浮かんだ蒸気の粒
が見える。美しい光景だ。ここは古代ローマ浴場遺跡の上に1877年
に造られた『フリードリヒス浴場』
の蒸し風呂。古代ローマのスタイル
に倣って17のステップで浴室や休憩室を巡る温泉施設なのだ。古代
ローマの湯めぐりなんて、聞いただけでワクワクしてしまう。
まずは温泉シャワー。口に含むと少し塩気がある。ミネラルを多く
含んだ温泉は気管系にもよいらしい。温泉熱を利用した暖かい部屋、
蒸し風呂、ぬる湯にじっくりと入る。多くの日本の温泉のように、熱
い湯に耐えて出た後に「シュボッ！」
と抜けるような体感はないのだが、
とにかくとても心地よい。そして終わりに近づく「16番」
は薄暗い部
屋。入るとおばちゃんが手招きをしてくれて、真新しいリネンと毛布
を使い、ミノムシのように身体を包んでくれるのだ。幸せ〜。まどろ
んでいるとリラックス感がやってくる。脱力、静
寂、解放感……。やがて眠りに落ちていく。やさ
しく起こされるとリーディングルームへ。温浴旅
の終わり、そこには温かい紅茶が待っていた。
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a

b

c

フリードリヒス浴場17の入浴法
フリードリヒス浴場では巡る各浴室の入浴推奨時間が
定められているのもおもしろい。①温泉シャワーで
身体をきれいに(a)。②54℃と③68℃の部屋(b)で汗
を出す。④シャワー。⑤身体を洗う。⑥シャワー。
⑦45℃の蒸し風呂に10分。⑧48℃の蒸し風呂に5分

d

(c)。⑨36℃の温泉に10分(d)。⑩34℃のバブルバス
に15分(e)。⑪ローマン・アイリッシュ浴場で身体を
動かす。⑫シャワーで汗を流す。⑬18℃の水風呂で
シメる(f)。⑭身体を乾かす。⑮クリームを塗る。⑯
毛布に包まれて30分
ほど休憩(g)。⑰リー
ディングルームで紅茶
タイム(h)。

e
f

トータル
約２時間半で
身体は深い
リラックス状態

『フリードリヒス浴場』

料金:32ユーロ tel.+49 7221 275920

g

h

19世紀から続く温泉保養地
バーデン・バーデンは温泉街。でも日本的な温泉街とはちょっと、
いや、だいぶ違う。古くからの健康療養の地ではあるのだが、訪れる
人たちの目的は温泉だけではない。1800年代から「クアオルト（健康
保養地）
」
として栄えてきたこの街には王族や貴族から、ドストエフス
とうりゅう

キーやゲーテといった文豪をはじめとした文化人も多く長期逗留して
いたそうだ。温泉での入浴はもちろん、森に囲まれた穏やかな気候の
中で過ごし、コンサートやオペラ観劇、カジノ、舞踏会、社交を楽し
むのが、ずっと変わらないバーデン・バーデンでの過ごし方なのだそ
う。1874年創業の『ホテル・ベル・エポック』
ではこの街の文化の豊か
さを感じることができる。ホテルの庭園でコーヒーを飲んでいると、
外の通りを馬車が通る音が聞こえてきた。これも19世紀から変わら
ない街の音なのだろう。

『ホテル · ベル · エポック』
tel.+49 7221 300660

カラカラテルメ
Caracalla Therme

本場のアウフグースは意外な熱波だった
広大な敷地に温泉を使ったプールやサウナなど、多様な設備を備え
た『カラカラテルメ』
へ。温泉プールゾーンでは、皆さん楽しそうに過
ごしている。でも、身体をゆるめるために少し入浴したら、温泉はほ
どほどにして（フリードリヒス浴場でたくさん入った
し）
上階のサウナゾーンに向かった。広いフロアには
温度やコンセプト違いでさまざまなサウナ室があり、
65℃のメディテーションサウナにしようか？ バイタ
ルサウナなんていうのもあるなと目移りしながら散策
ひしゃく

していたら、白い服を着た男性がバケツと柄杓を持っ
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「火のサウナ」
と名付け
られたフィンランド式
の薪ストーブサウナ。
95℃。

て奥に向かっていくのが見えた。これはアウフグー
スタイムに違いない。
「アウフグース」
とは熱くなったサウナストーンに
アロマ水をかけて、蒸気を出して熱波を送るサービ
スのこと。日本のサウナでは「熱波師」
という存在が
あったりして、その行為を「ロウリュウ」
というフィ
ンランド語で呼ぶことが多いが、厳密にいうと「ロ
ウリュウ」
では熱波を送る行為はしないので、日本
でいうロウリュウはアウフグースのことを指すので
ある。と、長くなってしまったが、とにかく白い服
の男性について大きなサウナ室へ。予想どおり、す
ぐに「アウフグース」
の時間となった。
音楽がかかり始める。アラビックな音楽だ。サウ
ナストーンに水がかけられると、熱さに加えてシナ
モンなどのスパイシーな香りが広がった。どうやら

上／水風呂は18℃。水深
1.1mでよい深さ。右／最
大のサウナ室はスペクタク
ルムサウナ。60人収容。
アウフグースはここで。
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アウフグースのテーマは
24種類あります。サウナストーンに
やさしく、ゆっくりと水をかけることで
よい蒸気を生んで、皆さんに
よい風を送ってあげたいですね
（シャーフさん）

この日のアウフグースのテーマはアラ
ビアンなようだ。ジュ、ジュジュジュ
ジ ュ 〜 。「ア ウ フ ギ ー サ ー（ア ウ フ
グースをする人）
」
がゆっくりと水を回しかけると熱い蒸気がサウナ室
に立ち込める。アウフギーサーが手にしていた棒を広げると、巨大な
扇子に姿を変えた。なるほど、これで熱波を送るのか、強烈そうだな
あと身構えていると、目の前で大扇子を振り上げた。いよいよくる！
ブワン、フワワワ〜。身構えた僕のところに届いたのは強烈な熱波で
はなくて、身体を包み込んでくれるような、やさしい風だった。とて
も意外だったけれど、そのやさしい熱波がなんとも心地いい。
十分に蒸されてから水風呂に入り、外気浴を求めフラフラと外へ
出ると、野外エリアにログハウスがあり、「warden sauna（森のサウ
ナ）
」
と看板に書いてある。ここにもサウナが。外の椅子に腰を掛ける
と小鳥たちの声が聞こえてくる。深い森の中にいるようだ。奥のほう
を見るとサウナ小屋がさらにもう一棟視界に入った。あっちもよさそ
うだな……。カラカラテルメ、想像以上のサウナの楽園じゃないか。

『カラカラテルメ』

料金:2時間17.50ユーロ／3時間20.50ユーロ
tel.+49 7221 275940
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シュパーゲルを食べていきなよ
ライン川を望む高台にあるレストラン『クロスター
シェンケ』
を訪ねると、オーナーのマテスさんが迎え
つや

てくれた。南ドイツらしい、艶やかで温もりのある木
造りの内装。「シュパーゲル（白アスパラガス）
がおい
しいから食べていきなよ」とマテスさん。取材時の5
月は白アスパラガスの季節（９月頃まで）
。ドイツの人
が一年の中で特に楽しみにしている食材だという。茹
でた白アスパラガスに少し酸味のあるオランデーズ
ソースをかけたシンプルな料理をいただいた。外の景
色に合うやさしい味。ああ、しみじみとおいしい。こ
れは確かに皆さんが毎年楽しみにするのも頷ける。

『クロスターシェンケ』
tel.+49 7221 25854
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バーデン・バーデンで蒸されて、散歩して
フリードリヒス浴場とカラカラテルメで日本との温浴文化の違いを
生身の身体で感じた後に、オース川沿いの美しい遊歩道を歩く。木々
の香り、木漏れ日、小鳥のさえずり、川が流れる音、肌に触れるアウ
フグースのようなやさしい風、そのどれもが気持ちいい。バーデン・
バーデンの街では遊歩道などの至る所に、ちょっと多すぎないか？
というほどにベンチがあるのが気になっていたのだが、なるほどと納
得。皆さん、温浴の後や、この気候を楽しむために休んでいたんだな。
ベンチに腰を掛けると温浴で身体に充満した気持ちよさの余韻が、
じんわりと蘇ってくる。隣に座っている女性も、川の向こう岸で座っ
ているおじさんも皆、穏やかな表情でどこともなく眺めている。気持
ちよさそうな顔をしているなあ。そしておそらくだけど、そう言って
いる自分も今、同じような顔をしているんだろうな。

ああ、い〜い風だ

ドイツ
オランダ
ベルギー

フランス

ポーランド

フランクフルト空港

ドイツへの翼
チェコ

バーデン・バーデン
オーストリア

ドイツへは東京（羽田）から
ANA便でフランクフルト空港へ。
※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。
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古川雄輝
文= 松山 梢
写真= 澤田健太
ヘアメイク= 橋場由利佳

032

TSUBASA’s interview_ Yuki Furukawa

お金がなかったイギリス、
８人のSPを引き連れた中国。
仕事で訪れた対照的な旅は
今も強烈に記憶に残っています。

ーー 中学までをカナダ、高校をニューヨークで過ごされた
古川さん。これまでに経験した忘れられない旅の思い出を
教えてください。
パッと思いついたのはイギリスと中国です。イギリスへは2013年
の１月に『家康と按針』という舞台の公演で行きました。元々、敬語が
しゃべれないほどの帰国子女だったんです。それでも日本で仕事をする
中で、建前とか上下関係とか座るべき席順とか、そういう日本らしい
ルールが染み付いていたんでしょうね。久々に主演も脇役も関係なく、
誰がどこに座っても自由な欧米のカルチャーに触れた時に、「あ、やっ
ぱり自分にはこっちの方があうな」って感じました。街並みも綺麗だし、
人もフレンドリーだし、とても好きな街になりました。
ただ、お金が本当になくて。しかも最初に買った電車の乗り放題チ
す

ケットを、大英博物館のロゼッタ・ストーンの前で掏られてしまったん
です。その日以降、毎日歩いて移動しました。おかげで帰国した時には
４〜５kg痩せていました。結構大変な旅でしたね（笑）。
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TSUBASA’s interview_ Yuki Furukawa

「イギリスで
思い出した自由な文化」
ーー 同年、主演ドラマ『イタズラなKiss〜Love in TOKYO』が
中国などでも配信され、大ヒットを記録。
現地での古川さんの人気はすさまじかったそうですね？
イギリスの旅とは真逆でしたね。飛行機で空港に到着したら、ファン
の方々が大勢待ち構えていたので、裏に通されて入国審査の列に並ばず
に手続きをしたり、警察車両が護衛するバスで逃げるように空港を後に
したりしました。ホテルの部屋もとんでもなく広いし、移動する時は８
人くらいのSPがついてくれていたり。歩いて街を散策するなんて絶対
にできない、非日常の体験をしました。そんな中でも面白かったのは、
行く場所によってファンの方々の雰囲気が違ったことです。香港はアメ
リカに近い感じがしましたし、台湾はフレンドリーさがある気がしまし
た。レストランにもいろいろ行きましたが、上海で食べた焼き小籠包は
おい

とても美味しかったです。中華料理は世界中にあるけど、ほとんどにそ
の国ならではのアレンジが加えられているんですよね。日本でもニュー
ヨークでもイギリスでも食べたことがない、馴染みのない本場の味はど
れも美味しかったです。

ーー プライベートで旅行をすることは？
休みの日はとにかくリラックスしたいので、ほとんどリゾート地か
温泉にしか行きません。これから行きたい場所はハワイ。海で遊んだ
りイルカを見に行ったりすることもなく、ただただ何もせずに過ごし
たい（笑）。子どもの頃にカナダやアメリカで食べていたような、ボ
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「 非 日 常 的な
VIP待 遇 を 経 験 」
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TSUBASA’s interview_ Yuki Furukawa

リューム感のある料理が大好きなので、滞在中はホノルルにある『The
Cheesecake Factory』で毎日ご飯を食べたいですね。あとはホテルの池
なんかにいるカモを眺めながら、お酒を飲んだりしてゆったり過ごすの

「ハワイで 何 もせずに
過 ごしたい」

が理想です。

ーー 今年だけでドラマ4本のほか、
舞台や映画にも出演されています。
デビューして12年の今も、精力的に
お仕事をされるモチベーションの源は？
スター街道を歩んでいる人とは違って、自
分は小劇場の脇役からのスタートでしたし、
あまり華やかなデビューを飾っていないんで
す。徐々にいいお仕事をもらっていく段階を
踏む中で、まだまだ満足していないという思
いがある気がします。具体的な目標があるわ
けじゃないですけれど、もう少し、自分が納
得するところまで続けたいですね。

ーー『劇場版 ねこ物件』では２匹の猫と
共に “猫付きシェアハウス”を始める
主人公の二星優斗を演じられました。
撮影は大変だったのでは？
子どもの頃に耳を噛まれたことがあったの
で、元々猫が苦手だったんです。でも大人に
なってから自由気ままでツンデレなところが
好きになりましたし、今は自分自身も２匹の
猫を飼っています。映画に登場する猫たちは、
実は訓練されたプロだけでなく、一般のご家

036

TSUBASA’s interview_ Yuki Furukawa

庭の猫もいました。だからとても撮影は大変でしたね。冒
頭、猫を抱っこするシーンから始まりますが、あの撮影で、
シャーッて威嚇されましたから（笑）。でも映画の中では
猫本来の自由でかわいい姿がたくさん見られるので、ぜひ
癒やされてください。

古川雄輝
ふるかわ・ゆうき／1987年12月18日生まれ、東京都出身。主な出演
作はドラマ『イタズラなKiss〜Love in TOKYO』
『僕だけがいない街』、
映画『脳内ポイズンベリー』
『風の色』など。『劇場版 ねこ物件』が8月
5日（金）より全国公開。

『劇場版 ねこ物件』
２匹の猫と暮らす30歳の二星優斗は、祖父が亡く
なったことで、“猫付きシェアハウス”を始めること
に。ある日、祖父が遺した手紙に書かれていた弟の
存在を思い出し、探し出すことを決意する。「スタッ
フも出演者も、猫に癒やされました！」
（古川さん）。

© 2022「ねこ物件」製作委員会
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だけど 癒 やされた 」

「猫との撮影は大変

特集 香川

瀬戸内海の
島々は
お宿もアート
文＝ 水沢 環

写真＝ 阿部 健

038

フェリーに揺られて
島から島へ

ボーッと汽笛を鳴らして、港を出発したフェリー。
甲板に出て、船の進路へ顔を向けると、
瀬戸内海の小さな島々が視界いっぱいに広がっています。
今年は、その島々で3年に1度開催される
「瀬戸内国際芸術祭」の開催年。
島民と自然とアートが気取らずに調和する島々には、
アートなお宿もあるのだそう。
香川のアートを巡る旅のはじまりです。
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アートのある暮らしも
いいかもね

直島

ろ霞

ひと足先に
アートを買えちゃうお宿
040

お寿司もアート

美大にも通う
佐々木さん

洗練と親しみやすさが共に在る
か

今年4月に開業した『直島旅館 ろ霞』
のコンセプト
は、日本の若手アーティストとその作品を世界中に
発信していく拠点基地！ 季節ごとに入れ替わる客室
内の作品を、展示期間中は宿泊者のみが抽選購入で
きます。平屋建ての客室は、モダンで洗練された佇
まい。それでもリラックスして過ごせたのは、親し
み深いおもてなしのおかげでした。宿主の佐々木慎
太郎さん、スタッフのみなさんが醸し出す家族のよ
うな空気に誘われ、野外囲炉裏に集ったゲスト同士
でつながることも多々あるそう。アートをきっかけ
に、人との縁が広がっていく。なんと
も温もりのあるお宿です。

ろ霞
香川県香川郡直島町1234
tel. 087-899-2356
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旅人が集う
野外囲炉裏〜

外壁の貝殻、キラキラ〜

豊島

ウミトタ

ロフトから
瀬戸内海をひとりじめ

042

アート作品だった
お宿

ロフトで腰掛けて

ランチは離れの
「海のレストラン」で

海と田と過ごすくつろぎの時間
芸術祭の作品として展示されていたこともある、一棟貸しのお宿『ウ
ミトタ』
。ディレクションを担当したのは、デザイナーの皆川明さ
ん。室内には「ミナ ペルホネン」
のファブリックがふんだんに使われ
ています。そんな非日常の空間でも、ふしぎと家にいるかのようなく
つろぎが感じられるのは、海と田の間にぽつんとあるロケーション
てしま

や、どこか神聖さを感じる豊島の豊かな自然を取り込んだ設計だから
でしょうか。床から一段下がったソファに座ると、目線が棚田とひと続きに。壇山
から棚田に下ってくる風を感じ、玄関越しに遠く広がる海を見る。自然と自分が一
体になって、心が洗われるような感動に包まれました。何時間でもぼーっと瀬戸内
海を眺めていたい。ここではきっと、それだけで十分です。

ウミトタ

しょうずぐんとのしょうちょう

香川県小豆郡土庄町豊島家浦423-2
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tel. 0879-68-3386

瀬戸内国際芸術祭2022

島々の
新作アート
フェリーでゴー

3年ぶり5回目の開催となる「瀬戸内国際芸
術祭」
。春夏秋の3シーズンにわたって、14
の島と港が会場となります。200を超える
作品のなかで、今年の新作に着目！ 制作
の過程に出合えたり、作品づくりのワーク
ショップに参加できたり。それぞれの島の
暮らしを感じながら、誰もがアートとふれ
合える“お祭り”
を巡ります。

高松港

みつけてね

次第に
彩られていく
“倉庫”
さざなみ

「漣の家」
――眞壁陸二

『四国村ミュージアム』に
ひっそり佇む「装う神さま」
――本山ひろ子

男木島
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突如現れる巨人
「ダイダラウルトラボウ」
――伊東敏光＋広島市立大学芸術学部有志

小豆島

女木島

フェリーを乗り継ぎ
ゴーゴー

作品の一部を買えちゃうなんて。
「リサイクルショップ複製遺跡」
――五所純子

豊島
「海を夢見る人々の場所」で
ひと休憩

すわっても
いいよ〜

――ヘザー・B・スワン+ノンダ・カサリディス
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お部屋の扉は
こちらです

ベネッセハウス
オーバル
空を望めるお宿
直島

046

重厚なアートと建築を
4つの宿泊棟があるベネッセハウ
ス。高台にある美術館から専用モノ
レールで丘をのぼると、車両はホテ
ル入り口に到着。ガラス張りの廊下
を抜けると、目の前に楕円型にくり
ぬかれた巨大な空間が。そう、楕
円に広がった水盤の外周に、宿泊棟
『オーバル』
のお部屋があるのです。
設計したのはあの安藤忠雄さん。そ

リチャード・ロング
「人指し指による
エイヴォン川の泥の環」
れを聞くと、地上に降り立ったUFO
のような姿にも納得です。視界を埋
める空と壁のブルーと、絶え間なく
流れる水の音。丘のてっぺんにいる
はずなのに、まるで水中遺跡に迷い
込んだような気がしてきます。客室
に入るとふたたび衝撃が。床から天
井、部屋の端から端、全面が窓なん
です。瀬戸内海を一望できる開放的
な空間で、アーティストが滞在中に
壁に直接描いたというアートもなん

夜になると別の顔

とも贅沢。ここでは、建築も、目に
映る景色も、過ごす時間さえも、す
べてがアートなんだ。芸術の捉え方
が、パーッとひらけた気がします。

ベネッセハウス オーバル
ごたんぢ

香川県香川郡直島町琴弾地
tel. 087-892-3223
＊ベネッセハウス オーバルは、宿泊者のみが入れるエリアです。
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アートと打ち解けられた旅
「アートって難しそう」
。旅に出る前まで、そう思っ
ていました。なんだか高尚で、センスがないと近寄り
難いイメージがあったから。でも、「瀬戸芸」に来て
見え方が変わりました。どこの島でも、島民のみなさんが思い
思いに、芸術との交流を心から楽しんでいる姿がありました。
「つくりに来とった作家さんに直接聞いたんよ」と、意気揚々
と現代アートを紹介するおじいちゃん。「瀬戸芸で他の島にも
行くようになって楽しいわぁ」
と、しゃべり好きのおばあちゃ
ん。「見てほしい作品もっとあるのに」
と、帰りを惜しんでくれ
たおかあさん。屈託のない笑顔でアートを語るみなさんを見て、
身構える必要なんてなかったんだ、と気づかされました。芸術
は学ぶものではなく、感じるもの。感じたままに、楽しむもの。
正解なんてない、その豊かさにすっかり心を奪われました。
この旅で知ったアートの魅力がもう一つ。それは、島に溶け
込む作品の百面相っぷりです。 季節や天候、時間によって移
り変わる自然に合わせて、千変万化な表情を見せてくれます。
アートなお宿に泊まって、その一端を知ることができたの
も特別な体験でした。アートがぐっと身近になった旅。島
を離れるフェリーに乗り込み、遠ざかる島々を眺めながら、
さっそく「次はいつ来ようかな」
とほほえんでいました。
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岡山県

高松港

香川県
高松空港
徳島県

香川県への翼
香川県へは東京（羽田）などから
ANA便で高松空港へ。
高松空港から高松港までは
「高松空港リムジンバス」で約45分。
※運航状況は変更になる可能性がございます。
最新の情報はANAウェブサイトをご確認ください。
瀬戸内の島のアート

またね〜！
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旅でお土産に
したいもの 第 17 回

文＝ 石田エリ
写真＝ 福田喜一

柑橘一つひとつの
際立つ個性を封じ込めた、
農園生まれのマフィン

『STRANGE FRUITS』のマフィン

おしえてくれる人

2004年から地元の北海道・東川町と旭川
市で洋服とインテリアを扱うお店『Less』

『Less Higashikawa』
オーナー

浜辺 令

を展開。店舗や住宅の内装やオリジナル
の長靴「Daiichi Rubber」
も手がける。

さん
051

毎 年一度は、九州各地の窯元を訪
ねているのですが、熊本地震の年

は、地元の北海道で被災地を応援す
るマーケットを開こうと、器以外の

すくすく育った

果実たちをのせて

太陽をたっぷり浴びて

手仕事の品も買い付けるつもりで出
かけました。ある飲食店で柑橘が目
に留まり、店の人に尋ねたら「無農
薬で栽培している」とのこと。すぐ
に連絡をして会いに行きました。九
みすみ

州本土と天草諸島を結ぶ宇城市三角
町という地区。海が目前に広がる
丘の上に現れたのが『江口農園』
でし

た。農園主は、DJでもあるeggさん。
お父さんの代から40年以上無農薬
で20種もの柑橘を手がけているの
だそう。この出会いから６年が経ち、
奥さんの江口優子さんがマフィンの

い生かされたおいしさ。これはもう、
年間約40種のレパートリーを食べ比
べするしかありません。
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柑橘加工品も

甘さ控えめで柑橘の風味が目いっぱ

あります

ンしました。早速食べたマフィンは、

ジャムなどの

お店『STRANGE FRUITS』
をオープ

き

地 粉 を 使った
しっとり 生 地 。
朝 ごは ん に も
おやつにも
じ

熊本県

『江口農園』
で、手間暇かけて育てた柑
橘の果実をふんだんに使ったマフィ

ST RA NG E

ン。『江口農園』
で平飼いする鶏の卵、

F RUITS

乳、奄美大島の素焚糖と、九州の豊か

同じ熊本県産の地粉とジャージー牛
すだきとう

な恵みがぎっしり詰まっている。

熊本県宇城市三角町
三角浦1160-40
eguchinouen2011@gmail.com
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第

185 回

高知県高岡郡四万十町
『あめご屋 芝』

アマゴ養殖
さん
文＝ 阿部直美

写真＝ 阿部 了
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すっぱい、すっぱい。すっぱいけど、食べたい。
うちで漬けた梅干しですわ。もともと農家じゃけえ、
弁当に入っちょうもんは卵以外は全部自分とこので
たけのこ

す。筍は今が旬やね。原木の椎茸は、これで春の分
しま

は終いやな。昨日は、女房と一緒に茶を摘みました。
今年の一番茶。手摘みして釜で煎って揉んで、お日
様の下で干しました。やかんに入っちょうお茶はそ
れですよ。あめご（アマゴ）
は、甘じょっぱく煮つけた
んかな。まあ、うちにはたくさんおるもんで。朝はい
つもあめごの干物を焼くんです。自分はご飯やけど、
女房はパンとコーヒーと干物です。
養殖を始めたのは、32歳の時やったかな。森林
組合の労務班の仕事もずっと続けてきて、その収入
を養殖場に回してきたようなもんです。私が住んど
るのは少し離れた集落でね、家のすぐ脇にここと同
じような川が流れとって、子どもの頃から川が遊
び場でした。箱メガネで覗いて、石にひっついて
じーっとしちょう鮎を針で引っかけて捕まえる。鰻
もツガニ（モクズガニ）
も捕れましたよ。晩のおかず
になるから、楽しくってね。ただ、あめごはおらん
かった。じいさん、ばあさんからは「昔は、でかい

055
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んがおったよ」
って話には聞いてたけど。
あめごの養殖をしたいなあ、と場所を探していた
時に、山仕事の仲間がここへ連れてきてくれたんで
す。野々川は水温が低くて水量も多い。しかも、こ
こより上流には家も田畑もないから水がきれいです。
集落の全員に集まってもらって、「養殖場をしたい
んです」
って伝えました。「いいですよ」
言うてもら
えて、嬉しかったですねえ。
嫁さんが来る前は、今より3倍の数を飼いよった
んです。市場にがばっと持ってくと、それなりにお
金になったんです。ただ、飼育する時に使う薬が気
になり始めて、息子らには食べさせたくないなあ思
う気持ちがあったんです。女房にガツンと言われた
ね。「うちの子もよその子も一緒や」って。心に突
き刺さった。恥ずかしかった。その日から、薬は一
滴も使うてないんです。やっぱり水が大事やね。各
池ごとにパイプを引いて、川の奥のほうから水を引
き込んで排出してます。台風がくると、寝ずの番で
すよ。排水口が詰まると池の水が溢れよるから。こ
こは落ち葉の量も半端じゃないよ。池の葉っぱ拾い
が大変です。うちの女房はね、神戸から四万十町へ
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農業研修みたいな形で来たんです。森林組合の組合
長が僕のところに連れて来たんやけど、当時自分は
42歳でむこうは25歳。もっと若い男がええんやな
いか思うたけど、女房はなんやあめごに夢中になっ
て、こっから離れんようになってしまって。
カワセミの声やね。天敵ですよ。ダイビングして
小さいのを捕ってくんです。サギは、止まり木の上
で私が帰るのをじーっと待っちょう。枝に巣が見え
るでしょう。あそこでいつもじゃれ合うてる仲良し
のツガイがおるんです。ただ、サギは大きいあめご
を狙うんやけど、重くて落とすの。傷だらけになっ
ちょうから、秋に産卵するあめごの池には網を張っ
てあります。あめごは川を上る習性があるもんで、
水が流れてくるパイプの所で飛び跳ねるんですね。
それを狙っちょうのが、カラス。セキレイは、池の
上でヘリコプターみたいにホバリングしちょって、
パッと小さいのを捕まえる。すごいよ。食べられる
分も考えて、飼育しないといかんのやね。去年70
歳を機に、山仕事を辞めたんです。時間もできたこ
とやし、この場所でお客さんに塩焼きや稚魚の天ぷ
らなんかを食べてもらうのもええかな、思うてます。
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文=
イラスト＝ 市村 譲
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最近、『暇と退屈の倫理学』という本を読んだ。人生に横
たわる暇と退屈について様々な角度から分析している本で大
変おもしろかったのだが、中盤、このような内容の文章に出
会った。
友人からホームパーティに招待され、気晴らしも兼ねて参
加した。みんなで素敵な食事を楽しみ、食後は趣味のいい音
楽をかけ談笑した。参加者にもその空間にも、退屈な要素な
んてひとつもなかった。パーティの終わり際、みんなで「今
日はとても楽しかった」、
「素晴らしい会だった」等と言い合
い、それぞれ帰宅した。家で、中断していた仕事に少し手を
付け、明日の仕事についておおよその見当をつける――その
ときに気がつく。自分は今晩、あの招待に際し、とても退屈
していたのだと。
これはマルティン・ハイデッガーというドイツの哲学者の
文章を簡単に要約したものだが、この、パーティを楽しんだ
（はずの）後にやってくる、そこにあるはずのない“退屈”
に
ついて、私は非常に心当たりがあった。
それは、ザ・観光地に行ったときの感覚である。
まず、私は旅には二種類あると思っている。ひとつは、未
知を味わいにいくもの。予定をあまり決め込まず、現地の人
達と交流を通して知った場所に行ってみる、みたいな旅だ。
一人旅などはそのケースが多いのではないだろうか。もうひ
とつは、既知をなぞりにいくもの。行き先はリゾートや観光
地が多く、そこに行けば自分たちを楽しませてくれる何かし
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らがあるとわかっていて、それを楽しみに行くという旅だ。
家族旅行や友人、恋人同士での旅行はこちらのほうが多い印
象である。
この二つを比べて感じるのは、楽しいことと退屈でないこ
とは別物だということである。
その代表的な記憶が、数年前に行ったバリ旅行だ。
私は異国の文化に触れるとき、どちらかというと、突き放
されたい、圧倒されたいという思いが強い。今の自分ではわ
からないものに触れて、「今の自分にはわからないものが世
界にはたっくさんある～！」と痺れたいのだ。そのため、バ
リでケチャという民族舞踊を鑑賞できることを、私はとても
楽しみにしていた。「うん、わからん！ でもなんかすごかっ
た！」を体験できると期待していたのである。だが、私が鑑
賞したケチャは観光客用にものすごく観やすくアレンジされ
ており、遂には客席にいた日本人男性を舞踊に参加させると
いう展開まで発生した。その男性は不格好ながら周囲のダン
サーたちと同じ動きを試み、その様子を同行者たちに笑われ
たり写真を撮られたりして
いた。
宿に戻り、ふうと一息つ
いた後、私は、「あのとき
自分はケチャそのものでは
なく“ケチャを真似る日本
人観光客”を鑑賞させられ
ていたな」と思った。その
ときの妙に冷たい感覚は、
062

今も心のどこかで溶け切っていない。
大学の卒業旅行で行ったセブ島でも、私はそこで出会う予
から

定のなかった退屈に搦め捕られてしまった。普段から箸が転
んでも笑うような関係性の人たちとの卒業旅行だったので、
私は大層楽しいことでぎゅうぎゅうづめの旅になるんだろう
なァと思っていたのだが、その旅で私は【気心知れた人たち
と体験する“いかにも観光地”
なアクティビティは、楽しいど
ころかむしろ気恥ずかしい】ということを知った。ダイビン
グスポットへ向かう船移動で微妙に船酔いをしているにも拘
らず、インストラクターに向かって「楽しいです！」と言い
張っている友人の青い顔。その地区最大のショッピングモー
ルでたっぷり買い物を楽しむ予定だったが、冷静に考えると
特にそこで買いたいものなど存在せず、膨大な時間を潰すた
めに結局“オリジナルＴシャツをデザインする”
という日本で
もしないことに大金をはたいていたこと。振り返ると、旅行
先として人気のスポットほど、バラエティに富んだ“退屈”
が
両手を広げて私たちを待ち受けていたような気がする。

一方、帰国後の感想として「楽しかった！」が一言目に来
るわけではないが、退屈を味わった瞬間は一度だってなかっ
た旅も、数多くある。まず、英語が通じなさすぎて常に緊張
とプレッシャーに包まれていた中学二年生時のカナダへの
ホームステイ。どうにもこうにも耐えられないレベルの空腹
を抱えていたのに「お腹が空いた」ということをどうしても
063

ホストファミリーに伝えられなかった数十分間の孤独を、私
は今でも忘れられない。二日間だけ通ったカナダの中学校に
て英語でフランス語の授業を受けたときも、本当に何もかも
が全くわからず泣きそうになったものだが、不思議と“退屈”
ではなかった。
英語すら通じない環境で高山病になったり通行人に突然水
をぶっかけられたりと、毎日がピンチの連続だったペルー＆
ボリビアへの旅もそうだ。とんでもない時間をかけて辿り着
いたウユニ塩湖から、またとんでもない時間をかけてラパス
という都市へ夜行バスで戻る予定だった夜。そのバスがなぜ
064

か発車しなくなり、急遽ウユニで一泊できる宿を探さなくて
はならなくなった。なぜ発車しないのか、はたまたいつ発車
するのか、その辺りの情報がイマイチよくわからず、私は
うっすら掴み取った「明け方にバスが発車するらしい」とい
う情報にしがみつくようにして絶対に寝過ごせない夜に挑ま
ざるを得なかった。日本のように舗装されていない道路をひ
たすら移動する南米の旅は体力的に本当にキツかったのだが、
あの絶対に深く入眠してはならなかった夜を含めた十一日間
のどこをどう振り返っても、“退屈”
の二文字は顔を出さない。
決して“楽しい”
ばかりではなかったのに！
余談だが、バリから帰国後、浜崎あゆみのライフスタイル
ブック『ayu LIFESTYLE BOOK』を読んでいると、なんと自
身の滞在先にケチャの集団を呼んでいるあゆの写真が掲載さ
れており度肝を抜かれた。そうか、リゾートや観光地であっ
てもここまでやれば退屈の芽なんて取っ払えるのか。結局は
スケールの問題なのかもしれないと、勉強になったのだった。

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
木賞を受賞。2021年、『正欲』
で柴田錬三郎賞受賞。
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ふたつの
絶景
第

17 回

イニシュマーン島
066

アラン諸島の
岩と格子
ひとつひとつ積みあげられた岩が、
無骨で荒々しくも曲線となって格子のように広がる。
どこまでも続くその石垣は、
アイルランドのアラン諸島に生きた人々の暮らしの風景。
厳しい自然の中で生きぬく知恵と、
人々のやさしさがもたらす文化を、
ひとつひとつの岩が守ってきた。
写真・文＝ 長野陽一

イニシュマーン
アラン諸島といえば、「大きな島」を意味
するイニシュモアが有名だが、「真ん中の
島」を意味するイニシュマーンは人口200
人ほどの小さな島。アイルランドの劇作
家、J. M. シングが滞在したことで知ら
れ、砦跡付近には「シングの椅子」
と呼ばれ
る石積みがある。
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イニシィアの石垣
068

広がる石垣の風景は
トレリス模様
アイルランドの西に位置する最果ての島、アラン諸島。イニ
シュモア、イニシュマーン、イニシィア、3つの島々の丘から
海を見渡すと石垣の風景が続く。石灰質の岩盤からなる島には
農作物のための土が足りず、人々は岩を砕き、海藻を混ぜ、粘
土を作り、種を蒔いた。海から吹く強い風からその土と食物を
守るために石垣は張り巡らされた。その格子のような石垣の風
景はトレリス（格子の意味）
と呼ばれ、のちに世界中で愛される
アランセーターの模様にたとえられた。自然と暮らしが編み込
まれた島の風景を写真にしたいと思った。

イニシィアの石垣
イニシィアは「東の島」
を意味し、アラン諸
島の3つの島ではもっとも小さな島。他の
島同様、ゲール語（アイルランド語）
が使わ
れ、ケルト文化も色濃く残っている。イニ
シィアで見かけた縦に積まれた石垣にどこ
かやさしさを感じた。

長野陽一／写真家。日本の島々と人々のポートレイト、暮らし、料理を撮り続ける。
本誌連載「お墨付きグルメ」の撮影も担当。
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レトロな名店よ
永遠に

思い出に
したい店
文＝マドモアゼル・ユリア
写真＝阿部 健

回

第

7
長崎

珈琲冨士男

070

独 特 の文化を育んだ
長 崎 の 街らしい
名喫 茶 です
（ ユリア ）
店名のインパクト！

071

エッグサンド
650円
わ

「和

からん

華蘭文化」
という言葉をご存じですか？ 長崎市は鎖国下におい
ても、海外との貿易窓口となった出島が造られ、外国からの影響

を受けた独特な文化を育んできました。日本の「和」
、中国の「華」
、オラ
ンダの「蘭」
で「和華蘭文化」
で、長崎の文化形成に影響を与えていて、現
代においても建物やお祭りなどにたくさん残っています。スコットラン
ド人商人のトーマス・グラバーの旧居があるグラバー園や、中華街、ちゃ
んぽんにミルクセーキ、いろいろな文化が混ざった街なのです。
今回お邪魔した『珈琲冨士男』
というなんともインパクトのある店名の
喫茶店は昭和21年創業、70年余の歴史を持つ老舗の珈琲店。『珈琲冨
士男』
という店名は、もともとこのお店を始めた先代の店主さんのお名
前だそうで、遠藤周作の『砂の城』
にも登場した喫茶店です。
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うちのミルクセーキは
長 崎 で生まれ た
長 崎スタイルですね
（川村達正さん・
『珈琲冨士男』オーナー）

一

番の人気メニューは「エッグ
サンド」。注文を受けてから

焼き上げてくださるので、温かくふわ
ふわ。また、長崎に来たら絶対に飲ん
でみたかったのが「ミルクセーキ」
。ミ
ルクセーキ（シェイク）
は欧米で親しま
れていた飲み物ですが、日本では大正
末期から昭和初期に、夏の暑い時季を
凌ぐためにかき氷を入れて日本流に改
良されたものが長崎で流行し、現代で
も親しまれているのです。

ます！ 港や街が一望できるこの
場所で、グラバーさんは変わりゆ

ミルクセーキ味のお菓子は食べたこ
とがあったのですが、初めて飲んだミ
ルクセーキは、甘くてなんだか懐かし
い味でした。

く日本を見ていたんですね。
中／ミルクセーキ（650円）
。色合
いまでもなんだか懐かしい。2杯
飲みたいくらい優しい味でした。
下／現在の店舗は昭和40年に建
て直されてから変わっていませ

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

珈琲冨士男

上／旧グラバー住宅、好立地すぎ

行き方を調べる

長崎県長崎市鍛冶屋町2-12
tel. 095-822-1625
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ん。内装が凝っています。

どうぶつかくれんぼ
Animal Hide-and-Seek 动物躲猫猫

こたえは
115ページ

Answer on page 115
答案见115页
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10匹いるよ
Find all 10!
有10只哦

SUDOKU

2つの
二重枠に入った
数字の合計は？

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!
请用自己的终端设备拍摄
画面后填写。

What is the
sum of the numbers
in the two outlined boxes?
双层框中的数字加起来是？

1

6

4 8

7
5

9

9
1

4

5
2

5

3
8

4
2

7

1
7
4

3

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

答えはP115へ
Puzzle created by Nikoli

5
1 6

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 115

答案见115页
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9

7

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

8

AUG

今月の
ANAカレンダー
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。

にこ淵（高知龍馬空港から車で約1時間5分）

今月は私が
担当します

月のロケーションは

高知県

8

今月のナビゲーター

客室乗務員
（CA）

佐田茉莉亜

出身地：高知県
趣味：ピアノ、一人旅
一番好きな観光地：京都府

家族のように人々が温かく、美し
い自然が残る高知県。新鮮な食
材を使ったグルメ、坂本龍馬など
の偉人を生み出した歴史にも触れ
られ、年齢を問わずお楽しみいた
だけます。高知で癒やしの旅を！

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

足摺岬

2022年は
国立公園指定
50周年！

# 佐田CAオススメスポット
土佐清水市にある四国最南端の岬。
東西2か所ある展望台からの視界は
270度！ 地球の丸さを実感できます。
「足摺宇和海国立公園」
内にあり、変
化に富んだ海岸の景観は見応え抜群。

日高村のオムライス
オムライス
で村おこし

# 佐田CAオススメグルメ
「シュガートマト」
の産地である日高
村。ふわふわ卵と、ほのかに酸味の
あるシュガートマトのソースが好相
性のオムライスを味わえるお店が
「オムライス街道」
に立ち並びます。
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、メキシコです。
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ANA TOMORROW
ANAがお届けする未来への挑戦

8

August

ANAはテレビアニメ『鬼滅の刃』とタイアップし、特別デザインの機体
「鬼滅の刃 じぇっと」や様々な機内サービスにて皆様をお迎えしています。
写真＝ 阿部雄介

アニメ
『鬼滅の刃』
と
ご一緒に空の旅へ！

今月のチャレンジャー
はぎうだ

いっき

萩 生田 一 輝
ANA・CX推進室レベニューマネ
ジメント部 鬼滅の刃×ANAタ
イアップ事務局
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Challenge

年創業70周年を迎えるANAでは、お客様と

今 の絆に支えられ運航してきたことに感謝し、
多くの方に人気がある『鬼滅の刃』
と昨年12月より
タイアップしています。『鬼滅の刃』
のストーリーや

世界観にANAの想いを重ね、「想いをつなげ、絆の
ツバサ。」をコンセプトに様々な企画を展開中です。
特別デザインの「鬼滅の刃 じぇっと」
は、デザイン
の異なる2機が全国の路線で運航しています。また、
「鬼滅の刃 じぇっと」
の機内では市松模様のヘッド
レストカバーや炭治郎などのキャラクターによる離
発着のアナウンスも。『鬼滅の刃』
の世界観をお楽し
みいただけるこの機会に、ぜひご搭乗ください。

特別機のお披露目には、
炭治郎など主要キャラク
ターも駆けつけました。
特別デザイン第2弾「鬼
滅の刃 じぇっと-弐-」に
は9人の“柱”
が登場。

鬼滅の刃×ANA
タイアップ企画
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『鬼滅の刃』
にANAの想いを重ね

萩生田の

集めたくなるグッズが続々登場

萩生田の

Take off!
イアップ期間中は、国内線のビデオプログラムにて『テ

タ レビアニメ「鬼滅の刃」無限列車編』全7話をご覧いただ
けるほか、機内サービスにて限定デザイン紙コップ＊でドリン
クをご提供し、集めたくなる機内限定コラボメンコをお子様に
プレゼントしています。
＊普通席のみ

限定のモデルプレーンやエプロンなどの
オリジナルグッズは、
「ANAショッピング
A-style」
などで販売中です。
※在庫には限りがあります。

A-style

ンコの開発にいたったのは、『鬼滅の刃』
の舞台である

メ 大正時代から親しまれていることから。全部で18種類
の絵柄をご用意し、1回のご搭乗で2枚ご提供しています。ホ
ログラム加工の“キラキラ”
メンコを含めて、中にどのキャラク
ターが入っているかは、開けてからのお楽しみです！ 今後もオ
リジナルグッズが続々登場予定ですので、ご期待ください。
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萩生田の

『 鬼 滅の刃』とのタイアップを通し、機内やSNSなどでお客

様の笑顔を拝見することができたのは何よりの喜びです。

また、大規模なタイアップのため、部署を横断したつながりに
も支えられました。現在、機内でお配りしているメンコは、社
内でデザインや色味などを手がけたものです。編集ソフトを駆
使しながら、キャラクターの画像やロゴを配置し、裏面には各
キャラクターの年齢や好きな食べ物などを記載しました。出
来上がったメンコを手にした瞬間は、本当に嬉しかったです。
今後も、お客様にANAをお選びいただけるような施策を考え、
自分たちの力で形作っていければと思います。
©️吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
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自分たちの力で形作っていきたい

私の﹁挑戦」への原動力

1

お客様の笑顔

2

部署を横断したつながり

構想が形になる達成感

3

TOMORROW

ANAグループ全社員に聞きました！

MY FAVORITE
SPOT!

公私共に旅好きなANA社員の声から
厳選した４つの旅先をご案内します。
今月のアンケート

Q. この夏に
オススメの旅先は？

北海道帯広市

夏の十勝、最強コース！

ANAエアポートサービス
旅客サービス部

岩佐千夏

帯広空港利用

趣味：旅行、お菓子作り

ひ

開拓時代、農耕馬として活躍した「ばん馬」がソリを曳 きながら、パ
ワー・速さ・持久力を競う「ばんえい競馬」。人が歩くほどの速さで展
開するレースは、馬と騎手、観客が一体となって熱気溢れる迫力！
さらに、帯広市街から車を約20分走らせると、世界でも珍しいモール
温泉の「十勝川温泉」があります。冷房で乾燥する夏の肌対策に最適。
高知龍馬空港利用

高知県・いの町

絶景で涼遊び
ANAケータリングサービス
商品管理部 原価管理課

佐々木 哲
趣味：飛行機、サッカー
によどがわ

仁淀川は「水質が最も良好な河川」に何度も選ばれている川で、“日本
最後の清流”
四万十川と共に高知県を代表する川です。その美しい水
の色は「仁淀ブルー」
と呼ばれ、中でも「この青こそ仁淀ブルー」と言
われているのが秘境「にこ淵」です。ロケ地で有名な「浅尾沈下橋」
や
県特産品を使った冷菓を楽しめる『高知アイス売店』
もオススメです。
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佐賀県・大町町

安らぎの宮詣で

ANA 客室センター

佐藤有美

九州佐賀国際空港利用

趣味：旅行、ミュージカル観賞
ふくもはちまんぐう

安産・子育ての神様が祀られる『福母八幡宮』。境内には立派な御神木
があり、夏の日差しの中でもひと息つけるような自然が溢れています。
はなちょうず

繊細な切り絵の御朱印や、季節ごとに変わる花手水が華やかで、参拝
する人の心を和ませてくれます。佐賀市でバルーンフェスタが催され
ている時に訪れたら、気球に見立てた形にお花が奉納されていました。
長崎県五島市福江島

島のうまかもん巡り

ANAテレマート
長崎支店 国内グループ

下岡優里

五島つばき空港利用

趣味：料理、長崎観光、温泉

長崎県の離島・福江島は、「高浜海水浴場」の透き通った海と白い砂浜
が楽しめ、鬼岳から眺める満天の星は息をのむほど美しく、夏の旅先
にピッタリです。五島市には、新鮮な海産物や五島牛、五島うどんな
ど、おいしいものが豊富で、考えるだけでワクワクが尽きません。『五
島ワイナリー』の長崎県産の葡萄を使用したワインもオススメです！
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01

【 運賃 】

早めのご予約がおトク！「ANA SUPER VALUE」発売中！

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

※ANA SUPER VALUEはANAの国内線割引運賃です。ご利用条件など詳細は、ANAウェブサイトをご確認ください。※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。※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。

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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02

【 ニュース 】

ANAで「旅からはじまる、新しい毎日へ」

ANAは、
「楽しみなこと、つぎつぎと。
」
をテーマに、新しい旅のカタチをご提案
しています。
「探す楽しみ」
「
、楽しみをもっ
と」
、
「つながる楽しみ」のジャンル別に、
旅先の観光情報、安心して旅にご参加い
ただけるサービスから、ライフスタイルに
合わせたマイルの使い方、おトクなキャン
ペーンまで、多彩な旅の情報をウェブサ
イトでご紹介しています。あなただけの旅
のプランを作って、ANAでおトクに“発見
のある旅”へ出かけませんか？
詳しくはANAウェブサイトをご覧ください。

03

詳細

【 ANAトラベラーズ／国内旅行 】

ANAトラベラーズ「ANA夏たび」
〈北海道・沖縄〉発売中

ANAトラベラーズでは、北海道・沖縄
方 面の「ANA夏たび」を好 評 発 売中で
す。お部屋でゆっくり過ごす「のんびり」
、
食事自慢の「グルメ」、お子様連れにオス
スメの「ファミリー」、行動派に「遊び満
喫」の4テーマで思いっきり夏を楽しむプ
ランをご用意しました。一部のホテルでは
ANAマイレージクラブ会員限定のおトク
なプランも！ ご家族やご友人はもちろん、
一人旅でもぜひご利用ください。10月30
日（日）ご宿泊分までご用意しています。
詳しくはANAウェブサイトをご覧ください。

ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート

ANA夏たび
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【 ANAトラベラーズ／国内旅行 】

04

LUXE TRAVEL「日本を旅しよう」

LUXE TRAVEL「日本を旅しよう」の
「旬を感じる旅」では、今年が３年に一度
の開催年にあたる「瀬戸内国際芸術祭」
の夏季〈8月5日（金）～ 9月4日（日）
〉と
秋季〈9月29日（木）～ 11月6日（日）
〉の
期間中の出発日で、展示会場の一つであ
しょうどしま

る小 豆島の観 光を盛り込んだ「瀬 戸内
国際芸術祭の観覧と小豆島・琴平を巡
る２泊」を販売中。他方面のコースや、お
宿で上質なくつろぎを楽しめる「ゆったり

瀬戸内国際芸術祭作品イメージ／チェ・ジョンファ（崔正化）

ホテル満喫の旅」もお選びいただけます。 「太陽の贈り物」 photo: ICHIKAWA Yasushi
詳しくはANAウェブサイトをご覧ください。

05

LUXE
TRAVEL

コース詳細

【 ANAトラベラーズ／海外オンラインツアー 】

ベストシーズン！ ひと味違ったミラノをオンラインツアーで

イタリア北部を代表する都市・ミラノ。
ツアーではANAミラノ支店スタッフによ
るLIVE中継や録画VTRとともに、イタリ
アの生活や習慣などの話を交えながらミ
ラノの魅力をご紹介します。現地スタッフ
とのクイズやQ&Aコーナーもご用意して
います。ミラノに行ったことがない方にも
ある方にもお楽しみいただける1時間。ベ
ストシーズンにぜひご参加ください。
▶ 開催日時：2022年8月21日（日）19：00～20：00〈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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06

【 国内旅行／キャンペーン 】

富山きときと空港ご利用キャンペーン 割引クーポン配布中！

ANAでは、ANAトラベラーズ ダイナ
ミックパッケージ（航空券＋宿泊）で富
山きときと空港をご利用の先着900名の
お客様に、1名あたり5,000円分が割引
となるおトクなクーポンを配布中です。直
行便のほか、羽田乗り継ぎ便でもご利用
いただけます。ぜひご利用ください。
▶ 対象者：往路富山空港着／復路富山空港発便にご搭乗のお客様

▶ 対象予約期間：2022年4月1日（金）14：00～9月29日（木）16：59
▶ 対象出発期間：2022年4月2日（土）～9月30日（金）

キャンペーン
詳細

詳しくはANAウェブサイトをご覧ください。
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【 国内旅行／キャンペーン 】

セントレアから秋田・新潟へ！ ANA夏旅キャンペーン

ANAでは、
「セントレアから秋田・新潟
へ！ ANA夏旅キャンペーン」を実施して
います。期間中、名古屋（中部）─秋田・
新 潟便にご搭乗いただくお客 様に、期
間限定で先着1,000名様にご旅行代金
が割引になるおトクなクーポンを配布中。
空港からレンタカーを使って、おいしいも
のを満喫する夏の旅をお楽しみください。
▶ 対象搭乗期間：2022年7月15日（金）〜10月9日（日）
〈10月10日（月）帰着分まで〉
▶ 対象予約期間：2022年6月8日（水）14：00～10月7日（金）23：59

キャンペーン
詳細

詳しくはANAウェブサイトをご覧ください。
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08

【 ANAマイレージクラブ会員限定／ニュース 】

「ANA-SCOPE」で世界をもっと拡げよう

プレミアムメンバー、およびスーパーフ
ライヤーズ会員のお客様限定のデジタル
コンテンツ「ANA-SCOPE」は、新しい
見方や考え方の発見を伝えていくメディ
アです。“Kaleidoscope（万華鏡）”のよう
に、今まで見えていたものを輝かせるよ
うな感覚を呼び覚ますという意味をロゴ
マークに込め、
「世界を拡げる」
「本を旅
する」
「ANAデザインのウラガワ」
「ANA
世界の出張メシ」など、皆様の好奇心の
源になるような連載を配信しています。
詳しくはANAウェブサイトをご覧ください。

09

ANA-SCOPE

【 ニュース 】

「ツーリズムEXPOジャパン2022」ANAブースへ行こう！

ANAは「楽しい、新しい、ANA Life」
をテーマに、4年ぶりに東京ビッグサイ
トで 開 催 する「ツーリズ ムEXPOジャ
パ ン2022」に 出 展しま す。A380型 機
「FLYING HONU」のモデルプレーン（予
定）などANAらしい楽しい企画や展示が
盛りだくさん。アフターコロナにANAで行
く、安全・あんしんな旅の楽しさをご提
2018年開催時のANAブースの様子

案します。ぜひご来場ください。
▶ 開催日：2022年9月24日（土）
・25日（日）

ツーリズムEXPO
ジャパン2022

詳しくはANAウェブサイトをご覧ください。
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10

地域航空サービスアライアンス『EAS LLP』
利用促進共同キャンペーンを実施中！

ANAは、2019年に『天草エアライン』
、
『オリエンタルエアブリッジ』
、
『日本エアコ
ミューター』
、
『日本航空』と地域航空サービスアライアンス有限責任事業組合『EAS
LLP』を設立しました。キャンペーンでは、ANA×オリエンタルエアブリッジ便のご利用
で、天草エアライン・日本エアコミューターの航空券などをプレゼントします！
航空券

天草エアライン航空券【5名様】

地産品・オリジナルグッズ

日本エアコミューター航空券【5名様】

※賞品の選択はできません。

極上！ 天草車えび（250ｇ）
【5名様】

種子島地産品セット
【1名様】

奄美大島地産品セット
【1名様】

喜界島地産品セット
【1名様】

協賛：天草生うに本舗 丸健水産

協賛：種子島観光協会

協賛：一般社団法人奄美群島観光物産協会

協賛：喜界島観光物産協会

沖永良部島地産品セット
【1名様】

与論島地産品セット
【1名様】

協賛：一般社団法人おきのえらぶ島観光協会

協賛：一般社団法人ヨロン島観光協会

天草エアライン
みぞかぬいぐるみ（1個）
【5名様】

日本エアコミューター
ATR42-600
モデルプレーン（1/100）
【5名様】

▶ 対象者：期間中にANA便名のオリエンタルエアブリッジ運航便（コードシェア便）をご利用いただ
き、ご登録いただいた12歳以上のANAマイレージクラブ会員のお客様

▶ 対象搭乗期間：2022年7月1日（金）〜9月30日（金）

▶ 応募締め切り：2022年9月30日（金）

▶ 応募条件：航空券または地産品・オリジナルグッズのいずれかにお一人様1回ご応募可能
※賞品・ご応募には条件があります。

EAS LLP
キャンペーン

詳しくはANAウェブサイトをご覧ください。
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11

【 キャンペーン 】

『ANA FESTA GO 中部ゲート店』100マイルキャンペーン

中 部 国 際 空 港 保 安エリア 内 に、無
人決済システムを活用した空 港ギフト
ショップ『ANA FESTA GO 中部ゲート
店』がオープンしました。オープンを記念
して、当該 店 舗にて1,000円（税 込）以
上ご購入のうえ、お客様ご自身でANAマ
イレージクラブお客様番号（10桁）をレ
ジにてご登録いただくと、もれなく100マ
イルをプレゼントします。
▶ 対象期間：2022年6月15日（水）〜8月31日（水）ご購入分

キャンペーン
詳細

詳しくはANAウェブサイトをご覧ください。
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【 ニュース 】

「ANAショッピング A-style」Heather Brown for ANA

ハワイを象徴するダイヤモンドヘッド
や波のモチーフが印象的なアート作品で
ヘザー

ブラウン

人 気のHeather BrownとANAのコラボ
アイテムが「ANAショッピング A-style」
に登場！「FLYING HONU」の機体デザ
インをイメージした3匹のカメや、大空を
飛ぶ機体がANAらしさを表現しています。
Heather Brownが描く色彩豊かでハ
ワイムードたっぷりなオリジナルのアイテ
ムをお楽しみください。ハワイ好きの方へ
のギフトにもオススメです。
ANAショッピング
A-style

詳しくはANAウェブサイトをご覧ください。
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【 ANAマイレージクラブ会員限定／キャンペーン 】

1周年感謝祭！ 最大1,400マイル付与キャンペーン

期 間 中、
「ANAでんき」に切り替えて
新規ご契約をいただくと、ANAマイレー
ジクラブ会員様には1,000マイル、ANA
カード会員様にはボーナスマイルとして、
さらに400マイルをプレゼント！ 契約を
ご継続いただくと、ANAマイレージクラ
ブ会員様は毎月200マイル、ANAカード
会員様は毎月300マイルが 貯まるため、
年間で最大5,000マイルが貯まります。
▶ キャンペーン期間：2022年6月1日（水）〜8月31日（水）23：59 新規お申し込み分まで

詳しくはANAウェブサイトをご覧ください。

14

ANAでんき

【 ANAマイレージクラブ会員限定／ニュース 】

「ANAリサーチ」でアンケートに答えてマイルを貯めよう

好きな時 間 に、どこからでも、アン
ケートに答えてポイントが貯まるサービス
「ANAリサーチ」を今年の春よりスタート
しました。貯まったポイントは、マイルに
交換することができます。スキマ時間に
楽しくポイントを貯めておき、目標マイル
数まであと少し足りない時にマイルに交
換して特典をゲット！「ANAリサーチ」で、
マイルを気軽に貯めてみませんか。
▶ アンケートの種類：WEB・日記形式のアンケート、オンラインインタビュー、座談会など

詳しくはANAウェブサイトをご覧ください。

ANAリサーチ

091

ANA GROUP INFORMATION

15

【 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。
▶ 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

▶ 参加登録期限：2023年2月28日（火）まで

▶ 延長後の有効期限：2023年3月31日（金）
※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マイレージクラブ会員限定／ニュース 】

国内線特典航空券「今週のトクたびマイル」

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

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

今週の
トクたびマイル

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 】

あなたのエコなことわざ大募集！

環境大臣から認定された企業によるエ
コ・ファースト推進協議会は、環境省な
どの後援のもと、全国の小中学生を対
象とした創作ことわざ「 エコとわざ」コン
クールを開催中です。
ぜひご応募ください。
▶ 応募締め切り：2022年9月10日（土）

▶ テーマ：美しい地球で暮らしていくために、私たちに何ができるか考えよう
～2050年どんな未来にしたいかな～

▶ 各賞：環境大臣賞、日本ことわざ文化学会賞、加盟企業賞（ANA賞など）ほか

▶ 2021年「ANA賞」受賞作品：山の青 海の青 空の青 絵具でまぜても きれいな地球

「エコとわざ」
コンクール

詳しくはANAウェブサイトをご覧ください。

「お客様の声」にこだわっています
国際線機内ではゆっくり過ごしたいので、落ち着いて食事を済ませてから搭乗したいです。

新しいお食事体験「SUITE DINING」をお楽しみください
羽田および成田空港の国際線ラウンジ

また、対面・接触の機会を低減するた

「ANA SUITE LOUNGE」では、従来の

め、お席からスマートフォンなどを用いて

メニューに加え、時間帯により提供内容

ご注文いただける「 お食事オーダーシス

が変わるセット形式の新たなお食事サー

テム」も採用しています。

ビス「SUITE DINING」をご用意。11時

今後も新しい生活スタイルや、お客様

までは朝食を、11時以降は昼・夕食をワ

のニーズに合わせた新たなサービス開発、

ントレイに配膳しご提供しています。

食のユニバーサル化を推進していきます。

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.
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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。

103

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

POP/ROCK and more

世界でいちばん熱い夏

〈そびえ立つ城〉

プリンセス プリンセス

モレーノ・トローバ：組曲
《スペインの城》

（ソニー・ミュージックレーベルズ）

マンサナーレス・エル・レアール
（美しい乙女に）
Moreno Torroba: Castillos de España

異邦人

久保田早紀

Manzanares el Real(A la moza fermosa）

（ソニー･ミュージックレーベルズ）

TUBE
特集

JAPANESE MUSIC

CLASSICAL MUSIC

旅するクラシック

Music Travel-70's & 80's

アンドレス・セゴビア
（ギター）

ワーグナー：歌劇
《タンホイザー》
第2幕より

SUMMER DREAM
TUBE（ソニー・ミュージックレーベルズ）

演歌・歌謡～心のふるさと～

Freudig begrüßen wir die edle Halle

DAY IN VACATION

渚のオールスターズ

ライプツィヒ放送合唱団
シュターツカペレ・ドレスデン / シルヴィオ・ヴァルヴィーゾ
（指揮）

ビコーズ・アイ・ラブ・ユー

ムソルグスキー（ラヴェル編）
：組曲《展覧会の絵》

（ソニー・ミュージックレーベルズ）

暑中お見舞い申し上げます

キャンディーズ

TUBE（ソニー・ミュージックレーベルズ）

（渡辺音楽出版）

歌の殿堂をたたえよう
Wagner: Tannhäuser, Act2

これが青春だ

第2曲 古城
Mussorgsky(arr. M.Ravel): Pictures at an Exhibition
No.2 Vecchio Castello

布施 明

シカゴ交響楽団 / カルロ・マリア・ジュリーニ
（指揮）

ストレンジャー／The Stranger

（キングレコード）

ビリー・ジョエル／Billy Joel

シューマン：リーダークライス 作品24

（ソニー・ミュージックレーベルズ）

好きよキャプテン

ザ・リリーズ

第7曲 山と城が見下ろしている
Schumann: Liederkreis, op.24

真珠のピアス

（渡辺音楽出版）

No.7 Berg' und Burgen schaun herunter

松任谷由実

（ユニバーサル ミュージック）

真夏の出来事
平山三紀

マティアス・ゲルネ（バリトン）/ ヴラディーミル・アシュケナージ（ピアノ）

十七歳の地図

（日本コロムビア）

スメタナ：連作交響詩
《わが祖国》

尾崎 豊

ふるさとのはなしをしよう

第1曲 ヴィシェフラド
（高い城）
Smetana: Má Vlast

（ソニー・ミュージックレーベルズ）

北原謙二

（日本コロムビア）

パーソナリティ :

寺脇康文（俳優）

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

夏の日の想い出

日野てる子

（ユニバーサル ミュージック）

河内おとこ節

No.1 Vyšehrad(The High Castle）

チェコ・フィルハーモニー管弦楽団
イルジー・ビエロフラーヴェク
（指揮）

聴き比べ
コーナー

滝廉太郎：荒城の月

Rentaro Taki: Moon By The Old Castle
●リン・ハレル
（チェロ）/ ブルーノ・カニーノ
（ピアノ）
●東儀秀樹
（篳篥）

中村美律子

（ユニバーサル ミュージック）

JAPANESE TALK SHOW

大漁まつり

〈UNIVERSAL MUSIC Recommends〉

全日空寄席

さくらまや

（日本クラウン）

マックス・リヒター：ニュー・フォー・シーズンズ‐
ヴィヴァルディ・リコンポーズド
サマー 3（抜粋）
Max Richter: The New Four Seasons-Vivaldi Recomposed

落語「かぼちゃ屋」

長良川艶歌

九代目 春風亭柳枝

五木ひろし

Summer 3 <excerpt>

（徳間ジャパンコミュニケーションズ）

マックス・リヒター
（モーグ・シンセサイザー）
他

落語「締め込み」

南部蝉しぐれ

九代目 春風亭柳枝

監修：飯尾洋一

古今亭文菊

福田こうへい

〈全曲 ユニバーサル ミュージック〉

（キングレコード）
（ともに2022年5月31日 東京・らくごカフェにて収録）
古今亭文菊

撮影：SHITOMICHI

※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。※8～11chは、
シートモニターでもお楽しみいただけます。
※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。

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

©札幌テレビ放送

BLUE SKY NEWS

#6

2021ANAオープン 大会ダイジェスト

ANA公式YouTubeチャンネル
「BLUE SKY NEWS」。
今回は、
「CA歴代制服」、
「整備士が解説する飛行機の
翼の動き」、
「パイロットあるある」
をご紹介します。
In BLUE SKY NEWS (ANA’s official YouTube channel)
this time: The history of cabin crew uniforms,
Mechanics explain the workings of aircraft wings, and
Common occurrences for pilots.
音声

日本語

AUDIO TRACKS

Japanese

字幕

日本語

SUBTITLES

Japanese

2021 ANA OPEN digest

男子プロゴルファーのビッグネームが数々の名勝負を
繰り広げてきたANAオープン。
今回は2021年大会ダイ
ジェストをお送りします。
Enjoy a recap of the 2021 ANA OPEN, which witnessed
some great showdowns between many of the big names
of men's professional golf.
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.

福岡は素敵な都市だと改めて感じた
コロナ禍の中で約2年ぶりの旅行に出かけた。
旅先は福岡県。東京から2時間弱のフライトで
目的地に到着。春先の暖かい空気は気持ちが
いい。博多名物の豚骨ラーメンを最後の一滴
まで飲み干す。バスに乗り、太宰府天満宮に
お参りした後に梅ヶ枝餅を頂く。福岡市に戻
り、夜は中洲でグルメを堪能した。翌日は大

from : 李 育安

濠公園へ。この辺りはペットの散歩やジョッギング、キャンプなど、思い思
いに休日の時間を楽しむ絶好の場所のようだった。ベンチに座り、水鳥が
悠々自適に日光浴をする風景を眺めるだけで心が落ち着く。福岡はのどか
な雰囲気だが、若い人たちの活気も溢れる素敵な都市だと改めて感じた。

生涯ANA宣言
初めての海外赴任。これから始まる未知の生活に思いを馳せて夜の翼へ。
家族でビジネスクラスを利用することができ、良い経験になりました。
エコノミークラスと違って席同士が離れていることから不安顔の私たち
夫婦をよそに、息子たちは分不相応の初ビジネスクラスに高揚し、優
しいCAの方々のおもてなしに照れながらも完全にプリンス気分。親が
きちんと目配りできないところをCAの
方々にフォローしていただきました。本
当にお世話になり感謝していたところ、
オヘア空港へのランディング準備前であ
ろう忙しい最中に、予想外の手書きの
エールまでいただきました。涙が出そう
from : 岩谷直樹

になるほど心を動かされました。

112

お世話になりました
入社3年目の時、両親に中国旅行をプレゼントし
ました。全日空さんの利用でした。両親はビジネ
スクラス、私はエコノミークラスだったのです
が、離陸前に落ち着かない父が機内をウロウロし
ていた時です。CAさんの「何かお探しですか？」
のお声がけに、「息子を探しています」
と父が答え、
CAさんたちの笑いを誘ったそうです。海外出張
と海外赴任が多くなった頃は、全日空さんを利用

from : 鈴木和信

するたびに生前の父を思い出したものです。先日26年勤務した会社を
退職しました。最後のフライトも全日空さん。コロナ禍でも最高のサー
ビスをいただきました。大変お世話になり、ありがとうございました。

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電子メールかお手
紙でお寄せください。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
本誌への掲載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。

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）
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
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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。B賞にカメラは含まれません。

【A賞】（1組2名様）
ペンション ペア宿泊券

【B賞】（1名様）
SAKUR Aカメラスリング

【C賞】（2名様）
B787-10モデルプレーン

北海道・摩周湖にほど近い

スカーフみたいなカメラ

1: 200スケール仕様

『ぽらりす』
で満天の星を

ストラップ ”
サクラスリング”

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

1
7
3
5
2
8
6
4
9

No.638

15

8

7
5
4
9
7
6
1
8
2
3

2
6
8
9
3
4
7
1
5

4
1
7
2
5
6
9
3
8

8
3
6
4
9
7
2
5
1

9
5
2
1
8
3
4
7
6

6
2
1
8
7
5
3
9
4

7
8
4
3
1
9
5
6
2

3
9
5
6
4
2
1
8
7
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ＡＮＡアプリ内「翼の王国」８・９月号を
ダウンロードいただいたお客様が対象です。

９ ３０

金

※その他の特典や割引との併用はできません。（割引は、本クーポンご利用後の残額がӻӶӺӺӺ円以上の場合、残額に対して割引いたします）
※本画面をレジにてご提示ください。
※以下の店舗は本特典の対象外です。
ＡＮＡ ＦＥＳＴＡ ＧＯ（羽田Ｂ１フロア店・中部ゲート店）、羽田 ＰＩＥＲ内 ＩＳＨＩＹＡ ＣＡＦＥ ＡＩＲＰＯＲＴ、羽田 むぎとオリーブ、伊丹 豊岡鞄、伊丹 ＶｉＴＯ、伊丹 むぎとオリーブ、
伊丹 道頓堀 今井、関西 Ｐｅａｃｈ ＳＨＯＰ、中部＠ԶԵՇՈԱ、ＡＮＡ ＦＥＳＴＡ内スターバックスコーヒー全店

お支払いは、少額のマイルを有効活用できるサービス

クーポン‚⁗ギフトカード‛もご利用いただけます！
何に使おうか迷っていた少額の１„０００マイルを
１„０００円分のデジタルクーポンに交換してお買い物ができます！
クーポンご利用分もマイルがたまります！お申込みはこちらから⇒
※お申込みのԁ日後からご利用いただけます。

