P

r

re-orde

プリオーダー
（事前予約）商品

Pre-oreder Items

ANAオリジナル

YUZU ハンドタオル（大判サイズ）２枚セット
ANA ORIGINAL / YUZU HAND TOWEL（LARGE SIZE) SET
ANA所属フィギュアスケーター羽生結弦選手が、
過去の大会
で着用した衣装をイメージしたオリジナルデザインのハンドタ
オルが登場。
「ショパンバラード」
の衣装と
「ANAジャージ」
を
イメージしたデザインがプリントされたハンドタオルが2枚
セットになっています。
ショパンバラードのデザインは、
衣装デ
ザイナーの足立奈緒様に監修していただきました。通常のハ
ンドタオルよりも少しサイズを大きくすることで、実際の衣装
デザインの細かな部分まで表現できるようにしました。
大会の
思い出とともに、
日常使いで楽しんでみてはいかがでしょうか。
Hand towel featuring an original design inspired by a costume
worn in previous competitions by ANA-sponsored figure skater
Yuzuru Hanyu is now available. A set of two hand towels, one
printed with a design inspired by Hanyu’s Chopin Ballade
program and one with a design inspired by ANA’s training
jacket. The design of the Chopin Ballade towel was supervised
by costume designer Ms. Nao Adachi. The size is a little larger
than normal hand towels to reproduce even the smallest details
of the actual costume design. Enjoy the hand towels daily along
with the memories of his competitions.

¥ 3,200
■原産国：日本 ■色名：マルチカラー ■素材：綿100％
■サイズ
（約）
：34cm 34cm ■セット内容：ショパンバラードデザイン、ANAジャージデザイン 各1枚
■Country of origin: Japan ■Color: Multicolor ■Material: Cotton 100%
■Size (Approx.): 34cm 34cm ■Set includes: Chopin Ballade design, ANA training jacket design, 1 each
※お洗濯の際は洗濯ネットをご使用ください。
Use a mesh laundry bag for washing.
※商品の用途目的以外では使用しないでください。
Do not use the product for purposes other than its intended use.
※ラインストーンは使用やお洗濯によって取れることがあります。
The rhinestones may come off with use or washing.
※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.

