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ANAオリジナル
YUZUボトル

ANA ORIGINAL / YUZU BOTTLE

︵側面１︶
︵側面２︶

ANA所属フィギュアスケーター羽生結弦選手が氷上で舞って
いる姿をイメージした、
オリジナルデザインのボトルが登場しま
した。
ハンドル部分はやわらかい樹脂製なので、
指一本で持って
も痛くなりにくく、
ハンドルを使用しないときはキャップの側面に
収納することができます。
MOTTERUのボトルシリーズは、
使い
捨て飲料容器ごみを無くしていくというSDGsの地球環境課題
にスポットをあて、
また大きなトレンドとしてフリーアドレスなど
の大きな労働環境変化と近年の節約志向の高まりに伴い“自前
の飲み物や法人専用のコーヒーマシン”などを使用する人が急
増している中、
日常生活の中だけじゃなく、
レジャーやオフィスな
どさまざまなシーンで繰り返し愛用できるドリンクウェアとなっ
ております。
A bottle in an original design featuring ANA-sponsored figure
skater Yuzuru Hanyu skating on the ice is now available. The
handle is made of soft resin, so users will not find it painful
even if they hold it with one finger. The handle can be stored
on the side of the cap when not in use. The MOTTERU bottle
series focuses on the global environmental issues of the SDGs,
including eliminating waste caused by disposable beverage
containers. There has been a surge in the number of people
who bring their own bottles and/or use office coffee machines
due to major changes in the working environment, such as
flexible seating at offices, and the recent trend to save money.
Against this backdrop, the MOT TERU bottle series offers
drinkware that can be used repeatedly not only for daily use
but also for recreational and office uses.
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¥ 4,000
■原産国：中国 ■色名：ボトル本体／ブラック、デザイン／ゴールド ■素材：ステンレス
（18-8）
、ポリプロピレン
■サイズ
（約）
：φ7.1cm H16.9cm ■重量（約）
：280g ■容量：350ml
■Made in China ■Color: Bottle body/ Black, Design/ Gold ■Material: Stainless steel (18-8), Polypropylene
■Size (Approx.): D7.1cm H16.9cm ■Weight (Approx.): 280g ■Capacity: 350ml
※本商品は初回販売数がなくなり次第、追加生産を実施いたします。また売り切れ後は、次回入荷次第、販売を再開いたします。
Additional production of this product will start as soon as the first batch is sold out. Once the stock runs out, sales
will resume as soon as the next shipment arrives.
利用規約：・当サイトで提供するサービス、商品、情報等を事前に当社の承諾を得ることなく
（転売など）営利・非営利を問わず使用する行為は利用
規約にて禁止しております。
・ 第三者に譲渡、転売または金銭や他の物品との交換をされた場合、その他当社が不適切と判断した場合、注文が無効となる場合がご
ざいます。
Terms of Service：・The use of any services, items, information, etc. provided on this website for any commercial or
non-commercial purpose without our prior consent (such as resale) is prohibited under the Terms of
Use.
・The order may be voided in the event that it is transferred to a third party, resold, or exchanged for
money or other goods, or is otherwise deemed inappropriate by ANA.

