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（事前予約）商品

Pre-oreder Items

鬼滅の刃×ANA

リフレクトキーホルダー（鬼滅の刃じぇっと 壱・弐） 特製ステッカー付き
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba × ANA / REFLECTIVE KEY RING(Demon Slayer:Kimetsu no Yaiba Jet 1・2)
裏面が光に反射してピカッと光る！鬼滅の刃じぇっと 壱・弐のリフ
レクトキーホルダー4種セット。2022年1月末就航の
「鬼滅の刃
じぇっと 壱」
と2022年3月末就航の
「鬼滅の刃じぇっと 弐」
がキー
ホルダーに！それぞれの機体左側、
機体右側がモチーフになった4
種セットです。
裏面がリフレクターになっています。
パッケージは竈
門炭治郎の背負い箱をイメージしたデザイン。
蓋を開けるとおなじ
みのキャラクターたちが描かれています。
お土産やプレゼントにも
おすすめです。
特製ステッカーは、
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」
のみの特典です。
©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
©ANA
Set of four reflective key rings featuring Demon Slayer: Kimetsu no
Yaiba Jets 1 and 2. The backside reflects light and glows! Demon
Slayer: Kimetsu no Yaiba Jet 1, which will enter service at the end
of March 2022, and Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Jet 2, which
entered service at the end of March 2022, are available as key rings!
The four key rings depict the left and right sides of the two jets.
The backside has a reflector. The package design is inspired by the
box carried on Tanjiro Kamado’s back. Open it and find illustrations
of familiar characters inside. Makes great souvenirs and gifts. The
special stickers are only available through ANA STORE@SKY, which
can be accessed via Wi-Fi on flights and at lounges of ANA domestic
routes, and through the In-flight Duty Free Pre-order Service on ANA
international routes.

（表面デザイン）

（裏面デザイン）

（ステッカー2枚セット付き
ト付き）

¥ 3,100

（パッケージ）

■原産国：中国 ■素材：キーホルダー本体／塩化ビニル樹脂 リング／スチール パッケージ／紙
■サイズ
（約）
：キーホルダー／縦3.5 横11.5cm、パッケージ／縦20.5 横15.5 高さ2.5cm
■付属品：特製ステッカー2種
（サイズ
（約）縦10 横10cm）
■Made in China ■Material: Key ring/Vinyl chloride resin Ring/Stainless steel Packaging/Paper
■Size (Approx.): Key ring /Length 3.5 Width 11.5cm Package/Length 20.5 Width 15.5 Height 2.5cm
■Accessories: Special sticker, two types (Size (Approx.): Length 10
Width 10cm)

※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.
※小さな部品がありますので、お子様が誤って飲み込まないようにご注意ください。
This item contains small parts. Do not put them in your mouth. It may lead to choking or other hazards.
※本製品は交通事故等の危険防止目的にもお使いいただけますが、安全を保証するものではありません。万一本製品をご使用中に危険に遭遇した
場合の責任は負い兼ねますので、あらかじめご了承ください。
This item can be used for preventing traffic accidents and other hazards but does not guarantee safety. Please note
that we cannot be held responsible for any danger incurred while using this item.

