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（事前予約）商品

Pre-order Items

ANAオリジナル

YUZU アクリルスタンドセット
ANA ORIGINAL / YUZU Acrylic Stand Set
フィギュアスケーター羽生結弦選手のANAオフィシャ
ルグッズが初登場！ 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グッ
ズが登場しました。
アクリルスタンドは、
自由な組み合わ
せで飾って楽しむことができるアイテムです。今回は、
SEIMEIの衣装を着用した羽生選手と、ANAジャージ
を着用した羽生選手の2タイプをご用意しました。
Premiere of official ANA merchandise featuring figure
skater Yuzuru Hanyu! A new item inspired by the beautiful
skating of ANA-sponsored figure skater Yuzuru Hanyu.
Combine the acrylic stand parts as you like and display
them for your viewing pleasure. Two types of stands are
now available: Hanyu wearing his SEIMEI costume and
Hanyu wearing an ANA training jacket.

¥ 4,500
■原産国：中国 ■素材：アクリル、紙、PET ■サイズ
（約）
：外装：W320 H230 D28
（mm）
■セット内容：アクリルスタンド
（本体）
：SEIMEI衣装、ANAジャージ、サインスタンド、ロゴスタンド 各1 アクリルスタンド
（台座）
：2種
■Made in China ■Material: Acrylic, Paper, PET ■Size (Approx.): Exterior: W320 H230 D28 (mm)
■Set includes: Acrylic stand (Main): SEIMEI costume, ANA training jacket, stand with printed signature, logo stand, 1 each
Acrylic stand (Pedestal): 2 types
※ご購入はおひとり様につき1点までとさせていただきます。
Purchases are limited to a total of one item per person.
※小さな部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
Contains small parts, posing a risk of accidental ingestion and choking. Never give this item to children under 3 years old.
※思わぬ事故の恐れがありますので、製品を投げたり、踏みつけるなどの取り扱いはお避けください。
Refrain from throwing or stepping on this item as it may cause unforeseen accidents.
※本製品を本来の目的以外には使用しないでください。
Do not use this item for any purpose other than its intended use.
※変形、または火災の原因となりますので、火気には近づけないでください。
Keep away from flame as it may cause deformation or fire.
※先端が尖っている箇所がございますのでご注意ください。
Watch out for pointy ends.
※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 item 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.

