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ANAオリジナル
YUZUタンブラー

ANA ORIGINAL / YUZU TUMBLER
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タンブ
ラーが登場しました。
おうちにいる機会が増えた今、
ご自宅
でも楽しんでいただけるアイテムとして今回タンブラーを
ご用意しました。
コンビニコーヒーなどのテイクアウトカッ
プが入り、保温保冷できる形状になります。
また、
そのまま
ドリンクを入れて使っても、
カップホルダーとして使っても
長時間飲みごろ温度を保ちます。
素材もステンレス
（18-8）
を使用しているので、錆びにくく、臭いもつきにくいのも利
用者には嬉しい点になります。
ご自分用としてはもちろんの
こと、
羽生選手を応援されているファンの方へのプレゼント
にもおすすめです。
A tumbler in an original design featuring ANA-sponsored
figure skater Yuzuru Hanyu skating on the ice is now
available. With people now at home more often, we have
come out with an item that can also be enjoyed at home.
The tumbler fits takeout cups, such as coffee cups from
the convenience store, and keeps them warm or cold.
Whether a drink is poured straight into the tumbler or
whether it is used as a cup holder, it keeps the contents
at drink ing temperature for many hours. Made of
stainless steel (18-8), it is rust and odor resistant, which
is great for users. This item is recommended not only
for your own use, but also as a gift for fans cheering for
Hanyu.
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¥ 2,900
■原産国：中国 ■色名：ボトル本体／マットホワイト、デザイン／ライトブルー ■素材：ステンレス
（18-8）
■サイズ
（約）
：φ8.5cm H10.5cm ■重量（約）
：133g ■容量：360ml
■Made in China ■Color: Bottle body/ Matte white, Design/ Light blue ■Material: Stainless steel (18-8)
■Size (Approx.): D8.5cm H10.5cm ■Weight (Approx.): 133g ■Capacity: 360ml
※ご使用前に、本体を中性洗剤でよく洗浄してください。
Clean the product thoroughly with neutral detergent before using.
※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.

