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Pre-order
Limited Items

ANA

〈ANAオリジナル〉ウォッシャブルマスク ANA HONU（ラニ）
（マスクケース付き）Lサイズ
ANA / HONU MASK(LANI) L
ANA Care Promise！オリジナルマスクで安全安心の旅や日常を。
私たちの日常生活に欠かせなくなったマスク。ANAグループでは、
「 ANA Care Promise」
と題した感染予防対策にグループ一同
日々励んでおります。ANA機を利用して旅をしてくださるすべてのお客様へ、安心してご搭乗いただきたい。そんな思いから立ち上
がった企画のひとつです。
ラニはブルーの機体の1号機のキャラクターです。DEOFACTOR®（※）加工を施したマスクは、50回洗っ
ても制菌効果が持続します。
ご自分用としてはもちろんのこと、ANAファンの方へのプレゼントとしてもおすすめです。
※DEOFACTOR®とは
独自の抗ウイルス、制菌加工により、衣類や繊維製品上の特定のウイルスや菌に働きます。素材を選ばす、風合いを保ちながら快適な肌ざわりを実現する、新たな生地加工
技術であり、高橋練染の商標登録です。

ANA Care Promise! Original masks for safe travel and everyday activities.
Masks have become an indispensable part of our daily lives. The ANA Group is making daily group-wide efforts to prevent infections under
measures called “ANA Care Promise.” This is one of the projects that were launched as part of our commitment to reassure all passengers
who are travelling on ANA aircraft. LANI is the character of Unit 1 of the blue aircraft. The DEOFACTOR®(※) treated masks maintain their
antibacterial effect even after 50 washes. The masks are great for yourself and also as gifts for ANA fans.
※About DEOFACTOR®
The unique anti-virus and anti-bacterial treatment works against specific viruses and bacteria on clothing and textile products. This new fabric treatment technology enables any
material to maintain its texture and still feel comfortable against the skin. It is a registered trademark of Takahashi Rensen.

※Lサイズ着用イメージ

※マスクケース

¥ 2,300
■原産国：本体・ケース／日本製 ■カラー：ホワイト ■素材：本体表地／ポリエステル65％、綿35％、本体肌面・テープ／ナイロン90％、ポリウレタン10％
マスクケース／塩化ビニル樹脂 ■サイズ（約）
：マスク：Lサイズ 正面長さ：約17.5（cm）、上部中央〜耳の輪縫目までの長さ：約11（cm）、下部中央〜耳の輪縫目までの
長さ：約10.5（cm） マスクケース H15 W14.5 D0.06（cm） ■付属品：オリジナルマスクケース
（※マスクケースについては、制菌・抗ウイルス加工を施しておりま
せん。） ■洗濯方法：石鹸もしくは中性洗剤で手洗いして陰干ししてください。
■ Origin：Mask and case／Made in Japan ■ Color：White ■ Material：Outer／Polyester 65%, Cotton 35%, Lining and tape／Nylon 90%,
Polyurethane 10% Mask case／Polyvinyl chloride ■Size(Approx.)：Mask:L size Front length： Approx. 17.5(cm), Length from top center to ear
seam: Approx. 11(cm), Length from bottom center to ear seam: Approx. 10.5(cm) Mask case H15 W14.5 D0.06(cm)
■Accessories：Original mask case(※The mask case has not been treated with anti-bacterial or anti-viral agents.)
■Washing instructions： Hand wash with soap or mild detergent and dry in shade.
※マスクは感染（侵入）を完全に防ぐものではありません。
This mask does not completely prevent infection（entry of bacteria or virus）.
※本商品は有毒な粉塵やガス等を防ぐ目的では使用できません。
This product cannot be used to protect against toxic dusts and gases.
※本商品の使用により、発疹・発赤、かゆみ等が生じた場合は使用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。
If rash, redness, or itching occurs due to the use of this product, discontinue use and consult a physician or pharmacist.
※本商品の使用中、臭いで気分が悪くなった場合はご使用を中止してください。
If you feel ill due to smell while using this product, discontinue use.
※マスク着用中、耳に痛みや不快感を感じる場合には使用を一時的に中断してください。
If you feel pain or discomfort of your ears while wearing the mask, discontinue use temporarily.
※火気に近づけないようにしてください。
Keep away from ﬁre.
※小児の手の届かないところに保管してください。
Keep out of reach of children.
※マスク装着時、場合によりメガネが曇る場合がございます。このような場合は運転をお控えください。
Eyeglasses may fog up when wearing the mask. If this happens, please refrain from driving.
※高温多湿な場所での保管は避けてください。
Do not store in places with high temperature and high humidity.
※衛生用品のため、いかなる場合でも開封後の返品は承れません。
As this is a hygienic product, it may not be returned under any circumstances after the package has been opened.
※在庫状況により、お取り置きできない場合がございます。 また、予告なくプリオーダーの受付を終了させていただく場合がございます。
何卒ご了承ください。
We may not be able to set aside this item due to inventory. In addition, PRE-ORDER SERVICE may be terminated for this item without notice.
We appreciate your cooperation.

