P

r

re-orde

プリオーダー
（事前予約）商品

Pre-oreder Items

鬼滅の刃×ANA

thermo mug アンブレラボトル（ JA616A 左側デザイン）
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba × ANA / thermo mug Umbrella bottle (JA616A left side design)
2022年1月末就航予定
「鬼滅の刃じぇっと JA616A」
ボトル。
特別デザインの機体左側のシルエットと、
鬼滅の刃とANAのタ
イアップロゴをプリントした、
ファン必見のボトルです。
ボトルは
折りたたみ傘をイメージしたアンブレラ仕様の真空断熱二重構
造です。
日常使いはもちろん、
アウトドアやピクニックなどのレ
ジャーシーンにおいても快適に使えて、冷えた飲み物から温か
い飲み物の持ち運びに活用できる汎用性の高いボトル。
一本あ
れば重宝する一品です。
ANA国内線機内／ラウンジ内のWi-Fi
からアクセスできる
「ANA STORE@SKY」
とANA国際線
「機
内免税品プリオーダーサービス」
にてお買い求めいただける、
限
定商品です。
©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
©ANA

Bottle commemorating the “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”
Jet JA616A, which is scheduled to enter service in the end of
January 2022. For fans of the TV anime series, this is a must-have
bottle printed with the specially designed livery on the left side
of the aircraft and the Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba-ANA
collaboration logo. The bottle has a shape inspired by a folding
umbrella and has double-layer vacuum insulation. This highly
versatile bottle can be used to carry cold and hot drinks, making it
great not only for daily use but also for outdoor activities, picnics,
and other leisure activities. Once you have it, you cannot go
without it. This is a limited item that can be purchased from ANA
STORE@SKY, which can be accessed via Wi-Fi on ANA domestic
flights and lounges, and from the In-flight Duty Free Pre-order
Service on ANA international routes.

¥ 4,000

（正面）

（裏面）

（飲み口）

（フタ）

（正面拡大）

■容量
（約）
：300ml ■サイズ
（約）
：直径55 高さ230mm ■重さ
（約）
：230g
■保温効力：初期温度95℃ 1℃→（3時間後）80℃以上→（6時間後）
71℃以上 ■保冷効力：初期温度4℃ 1℃→
（3時間後）
5℃以下→（6時間
後）
6℃以下 ※室温20℃ 2℃におけるデータです。保温・保冷効力は使用環境により異なります。
■本体／ステンレス鋼、フタ／ポリプロピレン、パッキン／シリコーンゴム ■中国製
■Capacity（approx.）: 300ml ■Size（approx.）: Diameter 55 Height 230mm ■Weight（approx.）
: 230g
■Heat retention: Initial temperature 95 C 1 C →（after 3 hours）80 C or higher →（after 6 hours）
71 C or higher
■Cold retention: Initial temperature 4 C 1 C →（after 3 hours）5 C or lower →
（after 6 hours）6 C or lower ※Data at room
temperature of 20℃ 2℃ . Heat and cold retention may vary depending on user conditions.
■Bottle body／Stainless steel, Lid／Polypropylene, Packing／Silicone rubber ■Made in China
※照明等の撮影環境やお客様のモニター環境により、実際の色味と異なって見える場合がございます。
The color may look different from the actual color depending on the lighting and other photography conditions as
well as your monitor environment.
※電子レンジ・食器洗い機・乾燥機の使用はおやめください。
Do not place inside a microwave oven, dishwasher, or dryer.
※乳幼児の手に届くところには置かないでください。やけどやケガの原因となり危険です。
Please keep out of reach of infants. It can cause burns and injuries and pose a danger.

