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ごあいさつ

全日本空輸株式会社
代表取締役社長

平子裕志

たかが睡眠、されど睡眠

本日もANAをご利用いただき、誠にありがとうございま
す。5月5日は立夏、暦の上では春の終わりです。「春眠暁
を覚えず」──心地よい眠りについ寝すごしてしまいそうな
春を詠んだ中国の詩『春暁』は、作者・孟浩然の行く春を惜
しむ情感が滲み出ています。私たちの体には季節を感じる
「体内カレンダー」があり、春の眠気はその仕業だと言われ
ます。私がこの詩を学んだのは中学生の時、担当教師曰く
「熟睡は若者の特権だ。大人になると熟睡できなくなるぞ」。
夜更かししても熟睡して回復できた当時は“たかが睡眠”と
高を括っていたように思います。睡眠にまつわるエピソード
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で有名な歴史上の人物といえば
フランスの皇帝ナポレオン・ボ
ナパルト、睡眠時間はわずか3
時間だったと言われています。
しかし会議中であろうと自室で
執務中であろうと仮眠をしてこ
まめに睡眠をとっていました。
ちょっと羨ましいですね。短時
間でも眠ると脳はすっきりしま
す。寸暇を惜しんで行動し次々と思いついたアイデアがナポ
レオンを稀代の名将にしたのでした。今年の5月5日はナポ
レオンの没後ちょうど200年に当たります。
体には1日のリズムを刻む「体内時計」も備わっていま
す。通常朝の光でリセットされる体内時計は夜中に強い光を
浴びると狂ってしまいます。睡眠前の光は体内時計を遅らせ
て「まだ寝るな」、睡眠中の光は時計を進ませて「もう起き
ろ」のメッセージ。私たち人間は時計を進めるよりも遅らせ
る方が簡単なようで、概して朝型人間より夜型人間の方が多
せ い

いのはその所為です。私の経験では、時計の針が進む東の国
に行った時の方が時計の針が遅れる西の国よりも時差ボケに
苦しみますが、それも同じ理屈です。体内時計は体温、血圧、
ホルモンの分泌を制御しますので、これが乱れると生活習慣
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病などのリスクが高まります。体内時計に影響する睡眠の管
理は安全運航に深く関わるANAグループの社員にとって大
変重要です。早朝深夜便に従事する乗務員、整備士、空港で
働く社員の多くはシフト勤務のため、睡眠時間が不規則にな
り体内のリズムが狂いがちです。夜間勤務では勤務の前に短
時間の昼寝をとり、起きた後には少なくとも2時間光を浴び
る、夜間勤務明けは帰宅時にサングラスを装着して日光を浴
びるのを避ける、といった工夫をして体内時計を調整します。
質の良い睡眠のためには、呼吸法や睡眠のコツを身につける
ルーティンワーク、朝食と夕食の間隔を12時間以内にする
ことなども効果的です。今やすっかり“されど睡眠”と自重
する私の課題は夜型人間からの脱却です。
ANAグループでは「乗ると元気になるヒコーキ」プロ
ジェクトが進行中で、航空移動における疲労の可視化や時差
ボケ調整アプリの開発に挑戦しています。引き続き研究を重
ねてお役に立てるサービスにつなげてまいります。次回のご
利用も心からお待ちしています。
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島はいいよ～

あいにいきたい

02

回

動物

第

なごむ

アナウサギ
【ウサギ目ウサギ科】
生態：草原や森林に巣穴を掘って群れで暮らす
チャームポイント：小さな音も聞き逃さない大きな耳
広島県竹原市 大久野島

写真・文＝ 平林美紀
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身だしなみを整え中
【

アナウサギ

】

瀬戸内海に浮かぶ周囲約4キロの小さな大久野島には、たくさんのアナ
ウサギたちが暮らしています。島にウサギがいる理由は諸説あります
が、島に放たれた飼いウサギが野生化したものとも言われており、カ
ラスから身を守ったり、オス同士がなわばりを争うために戦うなど、
自然の中でたくましく生きています。ところが、人間に対しては警戒
心が薄いようで、写真を撮っていると目の前で毛のお手入れを始めた
り、体を伸ばしてお昼寝したり、リラックスしたかわいい姿を見せて
くれて、島を訪れる人々に愛されています。
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グッドお湯
ハンティング 【美 編 】
文=養生家･岡田カーヤ

第2回 神奈川県

illustrations:Natsuki Suyama
NAME

THERMAL SPA S.WAVE

日常の延長線上にある特別空間、湘南・大磯の海沿いのスパ施設。
温泉、トリートメントサロン、いくつものサウナ、温水プールを巡り、
ゆらゆらと湯に、水に浮かべば、日常からの心地よい解放感が。
ADDRESS

神奈川県中郡大磯町国府本郷546 大磯プリンスホテル tel. 0463-61-1111
（代表）
SEA VOYAGE SHONAN SALON tel. 0463-57-1113
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、営業形態が変更になる場合があります。
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気

持ちよさを体感したいのに、うっ
とりしてつい眠ってしまうから

マッサージって罪だ。まずは｢大磯温泉｣
の湯で体の芯から温まった後、スパ内に
ある『SEA VOYAGE SHONAN SALON』
での全身の施術が始まると、オーガニッ
ク認証付きのアルガンオイルをつけたセ
ラピストの手が触れたところから温かさ
がじわーっと広がり、すぐに夢心地。

水平線に溶け込むプールで
海を眺めながらリラックス
ス

パトリートメントで全身が艶めいた
後は、岩盤浴でゴロゴロ、天然ア

ロマが漂う室温35度の 微温浴室で瞑 想状
態。サウナでめいっぱい汗をかいたら、氷
が舞い落ちるアイスルームで開いた毛穴を
引き締める。最後は、水平線に水面が溶け
込むインフィニティ
プールへ。波間に漂う
かのように浮遊すると
心も体もゆらりとほど
ける。なんて贅沢なサ
ンセット。
ライター／サックス奏者。日々、体の内外からの養生を研究している。
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徳 島ラーメンって
３色 あ るって
ホント？
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徳島。

すする旅、
文＝奥村 忍

写真＝加藤新作

出店で｢徳島ラーメン」を全国
に知らしめたとされる『いのた
に』。開店と同時に続々とお客
さんが吸い込まれていく。

茶系・白系・黄系。徳島ラーメンはスープの色によって３つ
に分けられていると聞いた。いざ街を車で走れば、うどん
店よりもラーメン店が目立つ。うどん県の隣は、実はラーメ
ン県？

ひたすらすすって丼の中に見つけたものは……。
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珍道麺旅雑記

『新横浜ラーメン博物館』への

見よ、この茶色スープ。スライス
したバラ肉をしっかり味で煮込む。
｢中華そば肉入り」に生玉子。それ
にたくあん付きのライスで、完璧。
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生玉子と

いのたに本店

甘辛肉 で

中華そば

す き 焼 き 風？

ちゃいろなの？

甘辛肉も茶色スープも

ライスでキャッチ

名

店と呼ばれるだけのことはある。入ってまず目に飛び
込んできたのは、壁 のシンプルなメニューと、特 徴 的

なコの 字 の 白いカウンター席 。店 の 造りがいいなあと興 奮
気 味 に着 席し、若い３代目が 麺を茹でる奥 の 羽 釜を覗き込
む。あれは僕 の 一 杯なのかな。２代目にラーメンのこだわり
や 店 の 歴 史を聞きながらも、目は奥 の 丼を追いかける。やっ
てきた。茶 色いスープをすすると「 おや？」。丼 の 縁 に「 いの
たに 」の 赤 文 字 。参りました。すばらしい 。ひっきりなしにお
客さんが やってくる。食 券を出すと「 ねぎは大 丈 夫？」
「たく
あん 載 せていい？」とスタッフの 女 性がきびきび 。入 店から
退 店まで目も耳も、もちろん 口も大 忙し。徳 島ラーメン 、こ
りゃいいぞ。
ぷはーっ、
あっという間に
完食です

中華そば いのたに本店
徳島県徳島市西大工町4-25
tel. 088-653-1482
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喫茶びざん
徳島県徳島市
両国橋7番地
tel. 088-623-2433

し

っかり味のラーメンの後は、コー

ヒーが 飲 みたい 気 分 。徳 島 市
の 中 心 部 のアーケードや 商 店 街を歩
いていて 、なんとなく気 になって 吸 い
込まれた 喫 茶 店 は 街 の 息 遣 いを感じ
ちょっと寄り道

ホッと一息
コーヒー
すする

させてくれる名 店だった。カウンターに
馴 染むご常 連は、何かの 映 画 のワン・
シーンかと思うほどその 場 にぴったり
ハマッていたけれど、ここは 初 訪 問 の
我々にも居 心 地 のよいお店だった。落
ち 着きすぎて 、つ い 長 居 。コーヒーだ
けでなく自家 製 のジュースもすすってし

店に入ると
クマちゃんが
まずはお出迎え

まった。
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田村

｢若き頃に県外に出て徳島ラーメンの
おいしさを改めて感じた」という田村
佳久さん。脱サラ後に修業して独立し、
もうすぐ20年を迎える。

チ

ャーシューが 自 慢 、と店 主 が 語 るとおりのこの 迫
力 。『 田 村 』 は 『 い のたに 』と同じく茶 系といわれる

が 、甘 辛 バラ肉 に迫 力ある特 大チャーシュー。ご飯が 欲し
くなる。濃いスープがクドく感じないのも豚 骨と鶏ガラスー
プ のバランスの 妙か。カフェのような店 構えも丼も季 節 の
限 定メニューも、時 代に合わせた変 化と進 化なのだけれど、
根 底には「 徳 島ラーメン」という意 識がある。今はなき名 店
を目指し、『 田 村 』がたどり着くのはどんなラーメンなのか。
中華そば 田村
徳島県板野郡北島町
鯛浜字大西108-1
tel. 088-698-5343

020

ちゃいろなの？

サーフパンツか

鳴門の鯛が
アタリだよ！

丼の底に
アタリが あ る ラーメン？

中華そば

ていた。自然 派ワインのお 店
『 T A I 』 。ラーメン旅だけれど、
わがままにもほかの徳 島の味
も食 べたい 。ワインを持ち 込
める 郷 土 料 理 店を教 えても
え？ 僕の好きな
ラーメン屋さん？

らい 、ワインも選んでもらった。
その 夜 は 鳴 門 金 時 や 阿 波
尾 鶏 にすばらしいワイン 。ち
なみに 『 T A I 』では 徳 島 名 産
の 半 田そうめんも売られてい
て、その 麺でラーメンを作ると、
これまたおいしいのだそうだ。
思いがけずよい土 産まで買え
てしまった。

郷土 料 理 でワイン を す す る

るよ、と友 人 から聞 い

wineshop TAI
徳島県徳島市仲之町1-21-5
アメニティ仲之町101

ちょっと寄り道

徳

島 に 面 白い 酒 屋 があ

は徳 島ラーメンのルー
ツは 茶 色ではなく白といわれ
る。屋 台から始まった 豚 骨と
鶏 ガラスープ ベ ース 。創 業
7 0 年 の 店 のメニューはなん
とラーメンとお寿 司？
『岡 本 中 華 』は現 在 の 店 主
福 井 雅 人さんで３代 目 。
「徳
島ラーメンって呼 ばれている
も の は 、もともとは みんな 地
元 の 『 中 華そば 』なんだよ」と。
中華そば

岡本中華
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初代の頃から
やってるの。

売り切れ御免！

徳

島ラーメンの白 系 。実

ょっと小 ぶりな古い丼を見せながら、そんな話を

してくれた 。茶 系 は 見 た目も味もインパクトが
強かったが 、こちらは 年 配 のお 客さんも多 いというの
がよくわかるマイルドさ。
“ 毎日のラーメン”
といえる味
きとう

だ。先 代 の 奥 様が 今も仕 込む、地 元 名 産 の 木 頭ゆず
をシャリに 使ったお 寿 司 類はすでに 完 売していて、食
べ 逃したのが 悔やまれる。

九州の豚骨ラーメンとも違う、

中華そば 岡本中華

『岡本中華』の豚骨スープ。優し

徳島県小松島市

いけれどしっかりしたその味は、

中田町奥林60-1

あとを引く深みがある。

tel. 0885-32-0653
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マイルド 豚 骨 は
お 寿 司 と と も に？

ち

しろはやっぱり

昔は
薪のかまどで
焼いてたよ

ちょっと寄り道

焼きたて餅でお茶すする

ラ

ーメンは職 人 技だけれど、一 息 つ

きに 寄った 甘 味 処 でも思 いがけ
ず 職 人 技 に 出 合ってしまった 。ご 兄 妹
が 息を合わせて作る焼き餅 。妹さんがう
すーい 生 地 に自 家 製 あんこを包 み 、使
い 込まれた鉄 板 にぺたりと置けば 、お兄
さんが 菊 の 押し型を当て、頃 合いを見て
ひっくり返す。これまで何 万 回 繰り返され
たのだろうか。いつまでも見ていたい。焼
きたての 小 ぶりな餅を頬 張りながら、お
茶をすする。食 感も軽く、
どこまでも至 福 。

滝の焼餅 よねや
徳島県徳島市
眉山町大滝山5
tel. 088-623-2775
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かわい

025

メニューは
これだけ。
朝4時から
仕込んでいるよ

中華そば

「 黄 色とか 茶 色とかいわれるけれど、意 識したこと
はないよ。おや つ 代わりに 食 べていた 、親 の 味が 染 み 付
いているから」と。4 1 周 年を迎えた『かわい 』 。豚 骨・鶏ガ
ラ・野 菜 のスープ にいわゆる焼 豚 。スープが 冷めないよう
にと、ちょっとだけ温めた玉 子 に愛 情を感じる。このあたり
では昔は２軒だったラーメン店が 今では1 0 軒 以 上 になっ
たそうだ。徳 島ラーメンはまさに県民 食 の 時 代に。
｢黄系とも茶系ともいわれる」との言

中華そば かわい

葉どおりスープは茶色っぽい。色分

徳島県徳島市

けよりも、食べてみたいと思った一

川内町加賀須野436-4

杯を楽しんで食べるのが吉か。

tel. 088-665-2162

玉 子 は？
肉 は？
めし もいる ？
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きいろ？

ハ

ーレーと筋トレを愛 するチャーミングなご 主 人 が 、

ちょっと寄り道

徳島の
花嫁たちが
涙をすする

徳

島 県 に縁を持 つカメラマンが
旅 中 に 教 えてくれ たご 当 地

菓 子が「 花 嫁 菓 子 」だった。徳 島で
は 婚 礼 の 時 に「 ふ やき」と呼 ばれる
米 菓 子を配る文 化があるそうなのだ。
ラーメンの 合 間に食 べたこれが 食 感
も軽く、じわじわおいしい 。作ってい
るところが 見たくなり『 浅 井 製 菓 所 』
を訪 ねると、朗らかな２代目ご夫 婦と
３代目が 迎えてくれた。リズミカルな
作 業で次々に出 来 上がっていくのを
眺めながら、
３人 のおすすめラーメン
屋さんもしっかりメモ。
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浅井製菓所
徳島県徳島市南田宮3-6-42
tel. 088-631-1947

紅・白・黄！
黄色入りは
うちだけよ

どの色も
おいしさに
差はないよ

徳島ラーメンは色分けに関係なく、身近な人たちのお
腹と心を満たす愛情の一杯だった。
「常連さんに迷惑
掛けちゃうから……」と、取材を断られたお店ですすっ
た一杯にもそんな日常の景色があふれていて納得＆満
腹。ごちそうさまでした！

香川県

徳島県への翼

徳島県

徳島県へは東京（羽田）から
ANA便で徳島阿波おどり空港へ。
※運航状況は変更になる可能性がございます。
最新の情報はANAウェブサイトをご確認ください。
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高知県
徳島阿波おどり
空港

広告 Advertisemrnt

石橋静河
文= 木内アキ
写真= 熊谷勇樹
スタイリング= ヤマモトヒロコ
ヘアメイク= 村上 綾
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TSUBASA’s interview_ Shizuka Ishibashi

直感の赴くまま、
自由に歩くひとり旅が好き。
新鮮な風景や、思いもよらない出合い、
一つひとつがもたらす発見や驚きが
心を広げてくれるから。
旅がくれた“予想外”を楽しむ強さが
明日に向かう力になる。
ーー 石橋さんが好きな旅について教えてください。
予定を決めず気ままに動くのが好きなので、ひとり旅をすることが多
いんです。最近気になる旅先はアジアです。西洋文化に染まっていない
場所に行ってみたくて。以前、タイのチェンマイを旅したときは、現地
で思い立ち、山岳地帯に住むカレン族の家庭を訪問するツアーに参加し
ました。腰機と呼ばれる伝統的な機織りを体験し、その家のお母さんが
作ってくれる食事を一緒に手で食べて。「ありがとう」と言うと控えめ
だけど何とも嬉しそうな顔をする、そんな素朴さがとても心に残りました。

ーーどんなところに、ひとり旅の魅力を感じますか。
15歳で北米ダンス留学を決めて、守られた環境から出るのは怖くも
ありましたが、素晴らしい経験を得ました。ひとり旅も同じで、覚悟は
必要ですし直感も試されます。そのぶん驚くような発見や宝物みたいな
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「 怖 くて も 、
後 悔しない道 を 選 び たい」

TSUBASA’s interview_ Shizuka Ishibashi

出合いがある。家でも海外でも、無事な明日が来
る保証なんて本当は誰にもないはずで、そう思う
とひとり旅は「限られた人生の時間をどう生き
る？」と問いかけ、新しい世界に向かって背中を
押してくれる存在のように思っています。

ーー 忘れられない旅の思い出はありますか？
20歳のとき、都内の電車で隣に座った男性が
スケッチブックに猫の絵を描いていたんです。イ
スラエル・パリの旅から戻った直後だったため、
うっかり海外にいる感覚で「素敵！」と口に出し
てしまったのですが、家族のために描いている大
事な絵で、「売って」と頼まれるけどお金にはし
ていないんです、とごく自然に答えてくれて。当
時は俳優になろうか迷っていた時期でした。なぜ
か私はその人に、好きなことを仕事にしたいけれ
ど、難しいだろうから迷っている、と話したんで
す。すると彼は、「難しいかもしれない。けど、
やっぱり好きなことをやらなきゃいけないと思い
ます」と言い、電車を降りていきました。ほんの
10分の出来事。でもその言葉で「好きなことを
やろう」と決意できました。海外旅行の後でなけ
れば電車で見知らぬ人に話しかけることもなく、
俳優になることも諦めていたかもしれない。そう
思うと魔法のように思える記憶です。

032

「 旅から
宝物みたいな
経験を
もらいました」
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TSUBASA’s interview_ Shizuka Ishibashi

ーー 旅先で活躍する愛用品を教えてください。
旅先のホテルは独特な匂いがすることもあるため、お気に入りのハー
ブのスプレーを持っていきます。さっぱりと優しい香りが一瞬で気分を

「 俳 優 は 、見 過 ごされる
小 さな 声 も
伝 えられる 仕 事 」

変えてくれるので、疲れたときもシュッとひと吹き。リラックスできる
し、疲労で鈍った感覚も蘇ります。

ーー 俳優としてのやりがいを
感じるのはどんなときですか。
マイノリティと呼ばれる役柄を演じた
のをきっかけに、多数派ではないという
だけの理由で、世の中から見過ごされる
叫びがたくさんあることを実感しました。
世間の多くとは違っても、一人ひとり信
じる生き方があり、人生があり、思いや
苦しみがある。俳優は、そういう小さな
声も演技やセリフを通じて伝えていける
仕事ではないか、と感じたんです。それ
まではどこか、評価や反応が気になる自
分もいましたが、私がどうこうより、与
えられた「役」本人の言葉を伝えられる
かどうかが大事なのだ、と腑に落ち、演
技に対する思いも深まりました。

ーー 未来に向けたこれからの目標を教えてください。
留学を終え帰国してから、「かわいい」を重んじる感覚や、立場に応
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じた「ねばならない」空気が日本は強いように思えて、実は少しなじめ
ずにいたんです。でもふと、それらは世界にいろいろある価値観のひと
つにすぎないし、日本にだって違う考えを持つ人はいる、と自分が縮こ
まっていたことに気づいて楽になりました。ですから、国ではなく「地
球」に住んでいる感覚で物事を考えられる人間になろう、というのが今
の目標。仕事のうえではダンスでも芝居でも、国内外の両方で活動して
いけるよう努力を重ねていきたいです。

石橋静河
いしばし・しずか／ 1994 年生まれ。東京都出身。俳優。4 歳よりクラシック
バレエを始め、15 歳でダンス留学。帰国後、コンテンポラリーダンサーとして
活動開始。2015 年より俳優として活躍の場を広げる。2021 年 6 月、舞台『未
練の幽霊と怪物』
（KAAT 神奈川芸術劇場）で森山未來、片桐はいりらと共演予定。

『未練の幽霊と怪物』
日本最古の舞台芸術「能」の中で、霊が主
人公となる「夢幻能」の構造を借りた音楽劇。
東京五輪を描く『挫波』と原子力発電所を
めぐる『敦賀』、社会と政治にまつわる２演
目を、間狂言を挟み上演する。
衣装協力： AKIKOAOKI（www.akikoaoki.com）
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TOYA M A
*
UOZU
NAMERIKAWA
HIMI
IMIZU

文・絵= 前田ひさえ
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写真= 阿部雄介

大好きなお魚、
どこをどんな風に
泳いでいるの？
お魚好きの親子が
いけす

天然の生簀・富山湾へ、
“きときと
（新鮮）”
な
お魚を巡る旅に出発！
すきなものを
いれてきたよ！
おさかな
だいすき！

富山湾

前田ひさえさん・いまちゃん
イラストレーターの母と、
お肉よりお魚派の5歳。

魚津

氷見
射水

滑川

富山きときと空港
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【 魚津 】
UOZU

魚津水族館
富山県魚津市三ケ1390
tel. 0765-24-4100

｢北アルプスの渓流から日
本海の深海まで」をテーマ
に、富山の水生生物をメイ
ンに展示している。現存す
る日本の水族館の中では最
も古い水族館なのだそう。
｢富山湾大水槽」には富山
湾の大型魚類が泳ぐ。

どんなお魚が
いるかな？
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【 魚津 】
UOZU

魚津漁港で獲れたばかりの地魚が食べられるお寿司屋さ
ん。ブリ、イカ、クエ、カワハギ、黒ムツ、ズワイガ
ニ、シメサバ、バイ貝、白エビ……カウンターに次々と
並ぶ新鮮な寿司種は、ほとんどが富山湾で獲れたもの。
気さくな大将がいろいろ教えてくれる。豊富な寿司種
が、そのまま富山湾の豊かさを物語っているよう。

とやまの
イクラ
おいしいな〜

太助鮨
富山県魚津市駅前新町10-14
tel. 0765-24-7357
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『 魚 津水族館』は展示に地域性があり、富山
湾の豊かさの秘密を楽しく学ぶのにうってつ
け。各所でスタッフの情熱を感じ、好奇心を
刺激される。｢富山湾大水槽」にはブリやク
エなど大型魚類が回遊し、湾の中を擬似体験
する気分に。娘はブリの特徴を覚え得意げに
なったり、青いしっぽとひれがある魚を見つ
け、エルサの魚！

と大喜びしたり、大はしゃ

ぎ（エルサの正体はウマヅラハギだった）
。

海 岸できれいな夕日が落ちるのを眺めた後
は、晩ご飯。お寿司屋さんで富山のお魚の話
を聞いていたら、水族館で見たばかりのお魚
もお寿司になって登場したので、娘はびっく
り。｢おいしいね！」と味わいながら、富山
の海を泳ぐお魚たちに思いを馳せる。娘は大
好きなイクラに大喜び。大将は「富山は地味
でねえ」なんて言うけれど、本当に奇跡のよ
うな、宝箱みたいな海がある。
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【 滑川 】
エビさん、
とってもはやく
およぐね！

NAMERIK AWA

海洋深層水に棲むほたるいか。滑川
付近の海は急激に深くなる地形のた
め、春になるとほたるいかが海岸近
くまで産卵のために接岸し、漁を行
う定置網では幻想的な光を見ること
ができる。『ほたるいかミュージア
ム』では神秘的なその生態について
楽しく学べ、併設の『パノラマレス
トラン光彩』ではバリエーション豊
かなほたるいか料理も味わえる。
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【 滑川 】
NAMERIK AWA

観光遊覧船「キラリン」に乗って、富山湾岸を遊覧する。湾からは
立山連峰をはじめとした北アルプスの素晴らしい山並みが望める。
海上にいながら山も満喫、ぜいたくなクルージング。

ほたるいかミュージアム
富山湾岸クルージング
富山県滑川市中川原410
道の駅 ウェーブパークなめりかわ
tel. 076-476-9300（ミュージアム）
tel. 076-476-9307（クルージング予約）
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【 氷見 】
HIMI

大人もうれしく、子どもも楽しい回転寿司！

氷

見が本店の『氷見 きときと寿し』では、気軽に新
鮮なお魚が楽しめる。｢ぶり三兄弟」など、富山
を楽しく感じるメニューがうれしい。ぶり大根や
白エビの天ぷらなど寿司以外のメニューも豊富。

お魚が
きときと！

氷見 きときと寿し 氷見本店
富山県氷見市上泉65

tel. 0766-91-5114
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ほ たるいかが光ることは知っていたけれど、
『ほたるいかミュージアム』館内展示写真の、
イルミネーションと見まがう青い光にびっく
り。光る姿を見られるのは春のほんのわずか
な時季だけなので、今日は発光性プランクト
ンを観察した。小さな光を見つけ、「光って
いるね！」と娘も喜ぶ。今度はシーズンに来
て、光るほたるいかを見てみたい。

娘 がとても楽しみにしていた富山
湾岸クルージング。遊覧船は思った
よりスピードがあり、風を受けながら見る間
に湾に出てゆく私たち。この真下の深海をお
魚たちが泳いでいるのだと思うと気が遠くな
るような、ワクワクするような気持ち。船長
さんの軽妙洒脱なトークも楽しい。娘はずっ
と鼻歌を歌ったり、歓声を上げたりはしゃい
でいる。その夜は回転寿司店へ！

回るお皿

を捕まえ、注文し、大張り切りの娘だった。
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ブリを
さばいてます！

【 氷見 】
HIMI

昨年リニューアルしたばかりの
『漁業文化交流センター』は、
漁業文化を楽しく学べる新しい
コンテンツがたくさん。
「AR ス
トリーム」で越中式定置網の中
でお魚と泳いでいるような体験
ができたり、「ハンズオンひみ」
では寒ぶり解体パズルなどが楽
しめる。昔の漁具や木製の船な
どで、氷見の漁業史や食文化も
垣間見ることができる。

氷見市漁業文化交流センター（ひみの海探検館）
富山県氷見市中央町7-1

045

tel. 0766-74-8018

新湊漁港の昼競り。競り人の

D AY

3

呪文のような声が響く。カニ
が並ぶと床が赤くなり、壮観。

【 射水 】

（紅ズワイガニの漁期は9月〜
翌年5月。
）

IMIZU

新湊漁業協同組合
富山県射水市八幡町1-1100
tel. 0766-82-7707
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今 日 も い い お 天 気。 朝 は 漁 業 に つ
いて学びに『氷見市漁業文化交流セン
ター』へ。娘が夢中になったのは、ぬい
ぐるみ状の模型を使ったお魚クイズと
お魚の解体！ ブリは解体できる原寸
大のパズルになっていて、私も夢中に。
漁法を学んだあとは射水市・新湊漁
港の昼競りへ。あっという間に競り落
とされ、値のついたカニがどんどん片
付けられてゆくのだが、娘に「カニさ
んいくらになったの？」と聞かれるも、
全くわからないのだった……。競り見
学のあとは『新湊きっときと市場』で
お昼ご飯。さっき見たカニたちが続々
と市場に並び始めていた。

とれたて
だよ！
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おさかなのたび、
おもしろかった！
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富山への翼

富山きときと
空港

富山県へは、東京（羽田）
・
富山県

札幌（新千歳）
からANA便で
富山きときと空港へ。

石川県
岐阜県

長野県

※運航状況は変更になる可能性がございます。
最新の情報はANAウェブサイトをご確認ください。
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Ready For Takeoff
～ 私にチカラを与える言葉 ～
どんな時も、新しい明日を目指して。世界で羽ばたくアスリートが語る名言集

大坂なおみ
プロテニスプレーヤー

050

後編

「 他人と比べない」
「自分は自分にしかなれないし、自分の代わりをしてくれる人はいません。自
分の道を進めばいい。
他の人が何をしているかなんて気にしなくていいのです」
大坂なおみ選手は他人と比べないことを大切にしているという。そのためには
自分自身に集中し、
より自分が良くなる方法を見つけ出すことが大切だと語る。
そんな彼女の活躍の場はテニスコートの中だけではない。テニスコートの外で
も自分の主張を発信、数々のブランドとコラボしたり、ロールモデルとして育
成プログラムに関わったりと活動の幅を広げている。コロナ禍における自主隔
離生活のなかでも自分がより良くなるためにすべきことを探し続けていた。そ
ういったコート内外の経験の全てが自身の学びに繋がっている。
「毎年学び続けたいです。自分が情
熱を持ってやりたいと思っているこ
との情報と知識を得て、自分にとっ
て大切だと思うことを学びたいと思
います。
」

おおさか・なおみ
1997年生まれ、大阪府出身。2013年にプロ
に転向。2018 年９月、全米オープンで優勝し、
日本人として初めてグランドスラムを手にする。
2019年、全豪オープンで優勝し、男女を通じて
アジア初のシングルス世界ランキング１位となる。
2020年全米オープン優勝。2021年 1月現在、
世界ランキング３位。日清食品所属。

ANAウェブサイト（http://www.ana.co.jp/rft）にて
過去取材の記事を掲載しています。是非ご覧ください。
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ま ど を あ け た ら そ こに は ？

こいの ぼ り にのった お と このこ がい ま し た ！
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旅でお土産に
したいもの vol. 02

文＝ 石田エリ
写真＝ 福田喜一

﹃ 光 原 社 ﹄のくるみクッキー

型染作家が手がけた
パッケージも、素朴な
味わいを表しています
映画、CM、舞台等に多数
出演。著書に『野生のベ
リージャム』
（青幻舎）が
ある。

おしえてくれる人

女優

小島 聖 さん
053

﹁モーリオ﹂は︑

宮沢賢治の造語

﹁モリーオ︵盛岡︶
﹂から

ネ パールで山歩きに魅せられた

ことを機に、日本でも東北の山々を
頻繁に旅していたのは10年ほど前
のこと。 光原社 を初めて訪れたの
もこの頃で、栗駒山へ向かう道中に
寄り道したのでした。
『光原社 は、もとは宮沢賢治ゆか
りの出版社であり、現在では東北有
数の民藝店としてもよく知られると
ころ。敷地内にいくつかある建物の
うちのひとつ、喫茶室『可否館』
で、そのシンプルな見た目に惹かれ
て「くるみクッキー」を注文しまし

た。しっとり焼き上げられたクッ
キー生地に挟まれた、たっぷりの香
ばしいくるみ。濃厚だけれど大きさ

バッグに入れておくと嬉しくなるお
菓子です。
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くるみの

ろんのこと、山歩きのお供にひとつ

香ばしさと

います。お土産に喜ばれるのはもち

バターの風味

がほどよくて、コーヒーともよく合

山 歩 きに も 重 宝 する
無 添 加 のお 菓 子
岩手・盛岡

光原社

くるみクッキー
盛岡駅から徒歩10分。
岩手県盛岡市材木町2-18
tel. 019-624-0008（モーリオ）

宮沢賢治の貴重な資料を展示す
る マヂエル館 ､選りすぐりの民
藝品を扱う 光原社本館 、東北
地方の物産が並ぶ モーリオ ､喫
茶室 可否館 と､4つの建物から
なる 光原社』｡ くるみクッキー
は モーリオ で箱入りが購入で
きる。

055

さん

文＝ 阿部直美
写真＝ 阿部 了
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千葉県館山市

170 回

房州日日新聞社

記者

第

弁当箱を開ける時の楽しみにしたいから、朝は中
を見ないんです。今日の卵焼き、この形は前にも見
たことはあるんですけど、いやあ、まいったな。こ
うきたか、って思いましたよ。
いつも人に取材をお願いする立場ですけど、自分
が話すとなると困っちゃいますね。だって、20 年
近く妻に弁当を作ってもらってますけど、有難いな
あとは思いつつ、おとといの弁当の中身でさえ忘れ
ちゃってるから。母親の弁当なんて、なおさらです。
高校時代の思い出っていえば、一緒に食べていた友
達の弁当から青虫が這い出してきたことなんです。
キャベツかレタスにでもくっついていたんでしょう
ね。彼は明るい性格でね、弁当でも笑いを取るなん
てすげえな、と思ったのを覚えてますよ。でも自分
の弁当となると全然記憶になくて、何も喋れること
がないんだから、母にも妻にも申し訳ないなあ。
ぼうにち

『房日新聞』の記者になって 24 年になります。4 ペー
のこぎりやま

ジ立ての地域紙で、エリアは房総半島南部、鋸山の
南側の安房地域です。僕自身、館山市で育って、家
では全国紙との併読で房日を取っていました。学校
で何かあると房日の記者がよく来ていたし、作文コ

057
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ンクールで表彰された子の名前や写真が出たり、作
文が紙面に載ったり。子どもの頃から身近な新聞で
した。大学進学で都内に出た時、よそには房日みた
いな新聞がないんだってことに驚いたんですよね。
うちは、原稿の締め切りが午後 2 時なんですよ。
4 時には輪転機で紙面を刷り始めて、そのまま販売
店に運ばれて、翌朝各家庭に配られます。つまり、
午前中に取材したら社に帰ってすぐに記事にしない
と間に合いません。弁当を食べに戻るくらいが丁度
いいんです。僕は今、館山市の市政を担当している
ので、毎日何か動きがないか、市の広報課に顔を出
して話をしてきます。例年はこの時期、「館山湾寒
中水泳大会」と「館山若潮マラソン」の話題がある
んですけど、今年はコロナ禍で中止。残念ですよ。
地方紙の良さは、読者との距離の近さでしょうね。
「今、イルカの救出劇をやってるよ」とか「青いア
マガエルを捕まえたから来て」とか電話をいただく
んです。この前は年配の女性が自宅で採れたゆずを
持って来て、
「これ、子どもの顔に見えません？」っ
て言うんです。よーく見れば、確かに傷というか模
様が顔に見える。
「コロナで暗い話題が多いから、
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こういう話もいいかなと思って」って。僕ら、地元
の読者に支えられているんだなあと思うんですよ。
忘れられないのは、2008 年に甲子園に行かせて
もらったことです。地元の安房高校が、この地域で
初めて選抜大会の 21 世紀枠で甲子園に出場したん
です。校長先生が決定の電話を受ける時から、カメ
ラを持って待機してましたよ。野球部員がジャンプ
して喜ぶところも、しっかり撮りました。母校なん
ですよ。甲子園の開会式の日に初戦があって、それ
で勝ったもんだからすごい盛り上がりで。地域が一
つになって応援するってああいうことだな、って。
アルプススタンドが、学校カラーの紫色で埋め尽く
されました。あの日は、特別態勢で締め切りを遅く
してもらったんです。あの熱気を伝えたくてね。ノー
トパソコンで記事を書くわけですけど、当時モバイ
ル Wi-Fi がなかったんですよね。携帯電話に繋げて、
記事と写真を送信したのを覚えています。データが
重くて、いつ届くんだろうって焦りながら。翌日の
一面は、開会式と勝った試合のことでぎゅうぎゅう
の内容でしたね。房日の記者としてあの場を経験さ
せてもらえたことが、何よりの幸せです。
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ふたつの
絶景

N0.

02

01

No.45 砂丘
063

アフリカ大陸南西部のナミビアの砂漠は、
世界最古の砂漠といわれている。
約8000万年前に形成されたとされるその地形は
見る者を唖然とさせる。
そこに地勢があるとは言い難く、
あるのはただ大地と空の間に
絶え間なく吹き続ける風によってできた
砂のウェーブだけ。

01
No.45 砂丘
砂漠観光の拠点の小さな村・セスリエム
から一番近くにある「45」とナンバリン
グされた砂丘。冷たい砂つぶを踏みしめ
ながら拝む砂丘での朝日は、ナミブ砂漠
のハイライト。太陽が昇りきってしまう
と、暑くて砂丘を歩いていられなくなる。

写真・文＝ 石塚元太良

064

の風と波

ナミブ砂漠

02

ソススフレイ砂丘

065

ナミビアという国の名前は、砂漠に由来したものである。
現在のナミビアのある大地に、長い間暮らしているサン族
は砂漠のことを
「ナミブ」
と呼んでいた。
「ナミブ」
とは彼ら
の言葉で、
「 何もない」
という意味だという。
そのナミブ砂漠の色を形容する時、
ガイドブックは好ん
で「アプリコット色」
と表現するけれど、訪れるまで、砂がそ
んな色をしている訳はないだろうと思っていた。だが、実際
にナミブ砂漠は、
その酸味の強い小さな果実の色をしてい
る。瞼の裏の湿った部分に入らなければ知覚できないほど
石塚元太良／写真家。写真集『PIPELINE ICELAND/

の小さな無限の砂つぶで構成されたその砂山は、
まるで陸
の海のように見渡す限りに続いているのだ。

02

ソススフレイ砂丘
ソススフレイ砂丘へは、ナミビアの首都
ウィントフックの街から南西へ車を走ら
せること約400キロ。はじめは国を背骨
のように走る唯一の舗装道路である国道
1号線を、残りはだだっ広いダートの道
を進んで行かなくてはならない。

ALASKA』により2014年、「写真の町東川賞新人賞」を受賞。
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「何もない」という意味だという

「ナミブ」とは、

お墨付き
グルメ
ウマイもんは
食いしん坊な
仲間に聞くが吉。

文 せ
= きしろ
写真 長
= 野陽一

神田編

山形の『冷たい肉そば』って
興味ある？
何それ！ 興味しかないよ
067

第2 回

『河北や』の

知

心 躍る黄 色

冷たい肉そば

らない町に行くといつも考えることがある。
「もし
もここで生まれ育っていたら？」という想像だ。駅

前にファストフード店があれば「放課後にここに来たのか
な」とか、国道沿いに大きめの書店があれば「ここで本を
買うんだろうな」などと思い巡らせ、自ずと郷愁を感じる。
かほく

東京・神田近くにある『河北や』。ここでは山形県の河
北町発祥である「冷たい肉そば」を食べることができる。
多くの人がイメージする冷たいそばとはおそらく別のもの
であろう。
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んぶりには太めの田舎そば、上には味付きの鶏肉と刻
まれたネギが載っている。そのシンプルな構成と色彩に

しばし目を奪われる。
まずはつゆを一口飲む。冷たいというより常温である。一気
に身体に染み渡り、常温は適温に感じる。麺はコシが強く、硬
い。載っている鶏肉も硬い。そう言われて想像する硬さの1.5
倍は硬いと思ってもらってかまわない。こんなに「硬い」を連発
しているとマイナスな印象を抱くかもしれないが、そんなことは
微塵もない。すぐにこの硬さが最高になる。
食べ進めると共に“郷愁感”が強くなっていく。いつか食べ
た味のような、いつか嗅いだ香りのような、それは漠然として
いるが確実に郷愁である。鶏肉とスープを軽くかき混ぜると、
肉の脂が広がり、スープに旨みが増す。それらに十分浸された
後半のネギもまたおいしい。
親鶏
肉
存在 の
感！

たちこめる郷 愁

ど
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も
河北町で
て
食べてみ

店

にあった河北町のマップが載っ
ているパンフレットを見て、ま

た私は思いを馳せる。もしも私が河北
町で生まれ育っていたら、学校の友人
と、あるいは家 族と、時にはひとりで
冷たい肉そば食べたことだろう。
気づけばつゆを飲み干していた。口
の中でいつまでも旨みは消えず、消え
るのも嫌だった。
いつしか冷たい肉そばは、私の新し
いソウルフードになっていた。
河北カツ丼。「だしソース味の卵でと

せきしろ
北 海 道 生まれ。作家、俳人 。著 書に『そ

じてない河北町の隠れた名品です」とメ

の落とし物は誰かの形見かもしれない』

ニュー表に書かれていた。『河北や』では
一口カツタイプに。

（集英社）ほか。

河北町はタレカツ丼も有名なんだ

そう。カレー風味のね
河北や
東京都千代田区
神田錦町1-2
tel. 03-5283-3677
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えっ!?

時代と世界を縦横無尽に
駆け巡る壮大な物語！

︹ カラー版 ︺PART2 戦闘潮流
荒木飛呂彦

評されている。PARTごとに主人公が変わり、
現在はPART8まで刊行。
構成＝ 吉田健二 photographs : Ayumi Yamamoto
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超絶名場面は

始。個性的な表現から「実験的」な作品と

ヒャダイン／

1986年に『週刊少年ジャンプ』で連載を開

音楽クリエイター

©荒木飛呂彦／集英社

次のページへ！

集英社

ジョジョの奇妙な冒険

2

5
Page 70-71

シーザー孤独の青春 その③ より
正々堂々としていて闘い方に美学がある敵キャラ
のワムウが見開きで登場する、迫力のあるシーン
です。背後から差し込む日差し、金色のピアスや
ネックレスの描写が本当に鮮やか。壁画として飾
りたいくらい！

息を呑むような美しさです！
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5

Page 134

師匠の優しさや温かさ︑それにその動揺に気づく弟子・ジョセフの成長︑師弟関係の﹁絆﹂を見られる名シーンです︒

強がっているけど動揺を隠せない⁝⁝︒感情の変化をあまり見せないリサリサ先生の人間味を感じられる場面です︒

シーザー孤独の青春 その⑥ より
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の描写が複雑で、一度リタイアしてしまいま
した……。でも、大人になってフルカラー版
を読んでみると、荒木先生の美意識に感動し
てドハマり！

街の風景、キャラクターの容

姿、大胆に入るオノマトペなど、それぞれの
色使いが美しくて、芸術的な作品としてもゾ
ッコンになりました。ヴェネツィア、ローマ、
カイロなど、先生の世界観で描かれた土地土
地の名所を楽しめるのも魅力です。

り、PART8 まで物語が進んでいるジョジョ。
PART ごとに時代や舞台は変わるのですが、
一貫してキャラクター同士の「絆」がありま
す。家族や仲間はもちろん、敵との「絆」も
垣間見られるような名シーンが多いんです！
なかでも、戦士たちの勇姿や、敬意を持って

家族・仲間・師弟、
そして敵との絆

ジョースター家の血を引く者が主人公とな

闘う姿に感動し、師弟愛や敵との「絆」を強
く感じられる PART2 が好きです。コミカル
な要素もあって読みやすい！

ヒャダイン／音楽クリエイター。3歳でピアノを始め、音楽キャリア
をスタート。京都大学卒業後、本格的に作家活動を開始。さまざまな
アーティストへ楽曲提供を行うとともに、自身もタレントとして活動。
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ー
深いストーリ
い画力×奥の
美的センスの高

芸 術 的なアクション漫 画

“ジョジョ”と出合った子どもの頃、設定や絵

沖縄県

沖縄そば
沖縄

OKINAWA

文= 井上英樹
写真= 斉藤有美
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沖縄の味

沖縄の香り、
1

2

1『てぃあんだー』の「沖縄そば」。自宅にいながら沖縄の味を。
2 鰹だしの香りが食欲をそそる。味付三枚肉と共に頂きます。
麺処 てぃあんだー ｜ tel. 098-861-1152

旅先での食事は旅の楽しみのひとつ。数日、沖
縄旅行に行けば、おそらく幾度か沖縄そばを食べ
る機会に出合うだろう。そんな沖縄の味の象徴的
存在を取り寄せ、沖縄に想いを馳せてみた。
那覇市にある沖縄県立博物館・美術館のすぐ
近くに『麺処 てぃあんだー』はある。「お客
さんは地元の人と観光客が半々ですね」と店主
の平田吉治さんは言う。平田さんが心を込めて
打った自家製麺の沖縄そばを頂く。平打ち麺に
鰹だしのスープが絡み、１口目で幸福な気持ちに
なる。地域の水は硬水。鰹だしの風味を引き立
077

たせるため、軟水に変換して、さら
に浄水するというこだわり。店名の
『てぃあんだー』とは、方言で「手の
油」の意味。心と愛情を込めてていね
いに作る一杯の沖縄そばに唸った。
沖縄市の『すば処 うゎちち』も地
3
3 足 踏みミシンをテーブ

元の人たちに愛されているお店。店名
の方言の意味は「天気」。店主の玉城

ル にしてい る『 てぃあん

芳信さんは会社員から独立して店を始

だー』。4『うゎちち』の名

めた。「人生の転機、天気です」。駄

物「あぶり軟骨」。5 地元
の人に愛される
『うゎちち』
の店内。

洒落ですか？

と言うと「あははは」

と笑う。そのお人柄のような軽やかな

この一杯のために旅立ちたい
スープにファンは多い。あぶり軟骨そ

4

ばの軟骨にわさびを付けて一口。香ば
しく、甘辛い。そしてスープを頂く。
澄んだスープは雑味のない軽やかでい
て、しっかりとした味わい。「毎日食
べたいな……」と癖になる味。この一
杯のために旅立ちたくなってしまっ
た。両店ともに全国配送可能。現地で
も自宅でも沖縄の味を楽しめる。
078

5

「あぶり軟骨そば」。お取り寄せの場合は再度軟骨を炙るのがおすすめ。
すば処 うゎちち ｜ tel. 098-933-6009

Tastes of JAPAN by ANA
ANA は地域とともにまだ知らない日本

Tastes of JAPAN by ANA

の魅力を発見し、国内外に広くお届け

専用サイト

します。お客様と ANA グループのあら
ゆる接点において沖縄県が誇るものを
様々な場面でお届けします。

沖縄への翼

沖縄へは各地から ANA 便で那覇空港へ。
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今月の
ANAカレンダー
Welcome Aboardカレンダーに登場する旅先を、
ANAの社員ナビゲーターがご紹介します。

5

MAY

Welcome
Aboard

兵庫県・明石海峡大橋（神戸空港から車で約30分）

月のロケーションは

兵庫県

5

今月は私が
担当します
©ANA／Kazutoshi Yoshimura

神戸と淡路島を結ぶ世界最長の吊り橋。昼も夜も美しいんです。

今月のナビゲーター

日下部CA

出身地：兵庫県 趣味：ゴルフ、離島巡り 一番好きな観光地：ドイツ

私にとって旅とは出合いです。景 観や食べ物 、人 、方 言など
様々な出合いが毎回あります。魅力あふれる兵庫県にぜひお
越しください。素敵な出合いがありますように！
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竹田城跡からの雲海
「天空の城」の
異名も納得

# 日下部CAオススメ映えスポッ
# 日下部CAオススメグルメ ト
天候、気温、湿度、風などの条件が揃った時
に現れてくれます。発生率が高い10月、11
月に足を運んでみてください。雲海に浮かぶ
城跡を望むなら立雲峡からがオススメです！

いかなごのくぎ煮
兵庫県民の
ご飯のお供！

# 日下部CAオススメグルメ
いかなごを醤油、砂糖、みりん、生姜などで
甘辛く炊き上げたもの。出来上がりが折れ
た釘のように見えることからその名が付きま
した。春の訪れを感じさせてくれる逸品です。
来月は
フランス！

ANAオフィシャルカレンダー
｢Welcome Aboard 2021」
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ANA TOMORROW
ANAがお届けする未来への挑戦

5

MAY

空港内の移動手段が進化中！ 運転手のいない、ガソリンのいらない
電気自動運転バスの走行に向けて挑戦しています。
写真＝阿部雄介

大型電気自動運転バスで
空港内の移動を変える！

今月のチャレンジャー
しまづ

やすたか

嶋 津育孝
ANAエアポートサービス（株）所属。
３月までANAにて「大型電気自動運
転バス」の実用化に向け奔走。
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Challenge

田空港では、お客様や社員が移動するた

羽 めの車両や飛行 機の周辺で作 業をする

車両など、常時10 0台以上が走り回っています。
運転するには、どの車両も相当な訓練が必要で
す。それぞれ特性が違いますからね。使用するガ
ソリンも相当な量になります。そこで、環境にも
スタッフにも優しい方法はないかと、電気バスの
自動運転に挑戦しました。 空港内で人を乗せて
自動走行をするのは、日本で初めてなんです。プ
ロジェクトを担当してこの大きなバスを初めて見
たときは、安全を守る責任の重さを感じました。
入社当時は、荷物の積
み下ろしや機体を牽引
する地上支援業務を担
当していました。

「 運 転しない 」大 型 電
気自動運転バスが、い
まの“相棒”です。
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この大きなバスを自動で走らせるの？

嶋津の

嶋津の

Take off!

「S

imple ＆ Smart 」なオペレーションやCO 2削減に向け、
2017年度から実証実験が始まりました。2020年度か

らは、57人乗りの大型電気バスで、羽田空港内で自動運転を
開始。GPSや3次元地図を使用し自動走行を行いました。

自動運転の安全性が確認でき、
2021年2月に社員を対象に空
港内での試験運用を開始。

レーザーセンサーにより周囲
の障害物が車内のモニターに
表示されます。

が運転する場合に生じるコースの誤差は、自動

人 運転だと事故につながりかねません。そのため

2020年11月から、１周15分のコースで30 0回以上試
運転をしました。カーブの曲がり方やブレーキのタイミ
ングなどをバスに学習させ、いよいよ空港スタッフを乗
せて自動走行。バスの運転手や利用者からは、
「信頼で
きるね」との声も。2025年度には、運転席に人がいな
い「無人自動運転」開始を目指します。

2017

2021

2025

プロジェクト
開始

社員を乗せ
実証実験

目指すは
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無人自動運転開始

私の﹁挑戦」への原動力

1

現場からの声が励まし

2

毎日同じ道を歩いてゲン担ぎ

ウサギと戯れるひと時

3

TOMORROW

客様や社員の命を預かる仕事なので、安全第一です。そ

お のために自分の健康管理とリラックスする時間を十分に

とり、日々の習慣を崩さないよう心がけています。通勤時はゲン
を担いでいつも同じ道を歩き、休日には昨年の夏に飼い始めた
ウサギに癒されています。目下の目標は、安全な無人自動運転
でお客様や社員にご乗車いただくこと。そして、全国の空港をよ
り快適に、社員が働きやすい環境に整えていくこと。みなさんが
「働きやすいね！」と言ってくれるのが、何よりのやりがいです。
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「働きやすいね！」
がやりがいです

嶋津の

ANA GROUP INFORMATION
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【 ANAトラベラーズ／国内旅行 】

ANAトラベラーズで行く！ 国内家族旅行

ANAトラベラーズでは、お子さま連れ
の家族旅行でも安心してご利用いただけ
るホテルを数多くご紹介しています。
対象ホテルの特徴一例
●

近隣に観光施設が充実

●

パパ＆ママがリフレッシュできる！

●

離乳食・子ども向けメニューに対応

●

キッズルーム・託児室あり

●

ベッド料金不要の添い寝プランあり

●

子ども向けプール設備あり

●

家族風呂・客室露天風呂付き

詳しくはANAウェブサイト（http://ana.ms/family202105）をご覧ください。

02

詳細

【 ANAトラベラーズ／国内旅行 】

大自然広がる神奈川県・箱根へ

「ANAたび図鑑」では、全国でも有数

室露天風呂など、さまざまな温泉宿もご

の温泉地として名高い神奈川県・箱根の

紹介しており、いずもご予約が可能です。

観光名所をご紹介しています。宿場町と

この夏は、大自然が広がる箱根観光を

して栄えた箱根には、大涌谷、箱根神社

満喫し、温泉でのんびり癒されるひと時

や観光船・箱根海賊船など、魅力的な観

をお過ごしください。

光スポットが多数点在し、季節を問わず
お楽しみいただけます。
また、羽田空港までの往復フライトや
レンタカーは、ウェブサイトからご予約い
ただけます。宿泊先として源泉かけ流し
の温泉巡り、部屋食を満喫できる宿、客
詳しくはANAウェブサイト（http://ana.ms/hakone202105 ）
をご覧ください。
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【 ANAトラベラーズ／国内旅行 】

ニッポン元気プロジェクト

新しい暮らしが始まろうとしている今、 安心してお楽しみいただけるプランを数
旅のあり方も変わり始めています。不安

多くご案内しています。

を感じることなく、心から旅を楽しんでい

旅のプロであるANAグループが、まだ

ただけるよう、ANAグループではさまざ

知られていない ニッポン の魅力と、こ

まな取り組みを実施しています。

れからの日常にふさわしい安心・安全に

ANAウェブサイト「ニッポン元気プロ

配慮した新しい旅をご紹介します。

ジェクト」では、オンラインで視聴できる
「ANAトラベラーズオンラインツアー」や
旅をしながら働く「ANAワーケーション」、
ANAチャーター機で遊覧飛行などを楽
しむ「ANA国内チャーターフライト」など、
詳しくはANAウェブサイト（http://ana.ms/genki202105）をご覧ください。

詳細
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【 ANAトラベラーズ／国内旅行 】

ダイナミックパッケージ発売中！

旅のスタイルに合わせて国内の航空券
と宿泊が自由に組み合わせられるオリジ
ナルフリープラン「ダイナミックパッケー
ジ」では、355日先の帰着分から出発前
日の16:59までご予約が可能です。また、
フライトマイルとは別にツアーマイルも貯
まり、おトクにご利用いただけます。
夏休みや年末年始、来年の春休みの
旅を、今から最新価格でご案内していま
すので、ご予定に合わせた最適な旅行プ
ランをお求めください。
詳しくはANAウェブサイト（http://ana.ms/dp202105）をご覧ください。

05

ダイナミック
パッケージ

【 ニュース 】

「ANA, Peach & JR KYUSHU
DISCOVER RAIL PASS」を販売中！

九州着のANA、Peach便をご利用、か
つ国外発行のパスポートを所有するお
客様を対象に、JR九州のおトクな鉄道
パス「ANA , Peach & JR K YUSHU
DISCOVER RAIL PASS」を販売中です。
▶ 発売期間：2021年6月28日（月）まで

※ご利用は2021年6月30日（水）まで。

▶ 商品価格：全九州3日間 11,000円、北部九州3日間 6,000円
▶ 発売場所：JR九州の主要駅

※大人1名様あたりの価格です。

※ご搭乗時にゲートで印字された「ご搭乗案内」と日本国発行以外のパスポートをご提示のうえご購入ください。

詳しくはANAウェブサイト（https://www.ana.co.jp/en/jp/japantravel-planner/jr-kyushu-ana/discover-rail-pass/）をご覧ください。
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【 運賃 】

早めの予約がおトク！「ANA SUPER VALUE」発売中！

早めのご予約がおトクなANAの国内線割引運賃「ANA SUPER VALUE」のご利
用で、旅行やビジネスをもっと便利に！ この機会にぜひご利用ください。

「ANA SUPER VALUE 75」運賃例

2021年7月15日（木）～ 10月30日（土）ご搭乗分

路線

運賃額

東京（羽田）─ 札幌（新千歳）

9,000円＊1 ～ 31,200円

東京（羽田）─ 大阪（伊丹・関西・神戸）

7,100円＊2 ～ 15,100円

東京（羽田）─ 福岡

9,300円 ～ 28,400円

大阪（伊丹・関西・神戸）─ 札幌（新千歳）

7,600円＊3 ～ 27,100円

大阪（伊丹・関西・神戸）─ 沖縄（那覇）

6,800円＊4 ～ 33,900円

福岡 ─ 沖縄（那覇）

8,800円＊5 ～ 26,200円

＊１ 9,000円は羽田発新千歳着のみ、＊２ 7,100円は関西発羽田着のみ、＊３ 7,600円は新千歳発関西着のみ、＊４ 6,800円
は那覇発 伊丹着のみ、＊５ 8,800円は那覇発福岡着のみの設定となります。
※上記各路線の運賃例は、2021年3月16日現在の運賃額を記載しています。同一区間同一搭乗日であっても、便によって運賃額が
異なる場合もあります。ご利用日によっては、ご予約いただける最も安い運賃額が記載例と異なる場合があります。 ※一部の期間・
路線・便において設定のない場合があります。販売座席数には限りがあり、運賃ごとに発売期間が異なります。 ※空席予測数に連
動して運賃額が変動します。空席予測数は変動するため、ご予約のタイミングによりご予約・ご購入可能な運賃額が異なる場合があ
ります。 ※航空券ご購入後のご予約変更はできません。 ※航空券ご購入後の取り消しに際しては、所定の取消手数料および払戻手
数料が必要です。 ※払戻手数料については、１区間につき440円が適用となります。 ※運賃額・ご利用条件はお断りなしに変更する
場合もございますのでご了承ください。 ※運賃額は、ご購入手続き時点で有効な金額が 適用されます。航空券ご購入後にご利用便
の運賃額に変更があった場合、差額の収受または払い戻しは行いませんのであらかじめご了承ください。 ※上記運賃額には「旅客
施設使用料」は含まれていません。「旅客施設使用料」の対象空港・料金額など詳しくは、ANAウェブサイトをご覧ください。

詳しくはANAウェブサイト（http://ana.ms/supervalue）をご覧ください
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【 ニュース 】

『USA TODAY』10BESTにてランキング5部門受賞！

ANAは、米国全国紙『USA TODAY』の
「10Best Airline & Airport Readersʼ
Choice Awards 2021」にて、ノミネート
された5部門で上位を受賞しました。今後
もサービスの向上に努めていきます。
・Best Business & First Class 部門
・Best Inﬂight Food 部門

・Best Airline 部門

4位

1位

1位

・Best Airport Lounge 部門
・Best Cabin Crew 部門

「THE Room」ビジネスクラスシートの一例

2位

3位
※ANAは非米系で1位

機内食の一例

詳しくはウェブサイト『USA TODAY』「10Best Readers’Choice Awards」
（www.10best.com/awards/travel/）をご覧ください。

08

【 サービス 】

雑誌・新聞をANAアプリでご提供します！

ANAでは、ANAアプリからお客様ご自

豊富なラインナップの中からお好きな

身の端末でデジタルコンテンツをご覧い

コンテンツをご選択いただけますので、ぜ

ただけるサービスを開始しました。機内

ひお楽しみください。

誌『翼の王国』に加え各種雑誌をお楽し

＊対象には条件があります。詳しくはQRコードをご確認ください。

みいただけます。また、7月以降に新聞の
配信＊を予定しています。
各種雑誌や新聞は、ご搭乗便出発予
定時刻の24時間前から到着予定時刻の
24時間後までダウンロードが可能です。
出発前の搭乗ゲートやご滞在先など、時
間や場所を問わずお楽しみいただけます。

詳しくはANAウェブサイト（www.ana.co.jp）をご覧ください。
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【 サービス 】

Tastes of JAPAN by ANA ─Explore the regions─
TASTES of JAPAN

2 0 1 7 0 9 1 0

日本 各地の多 様な魅力を発 信 する
「Tastes of JAPAN by ANA」。5月中は
関西各地の魅力を発信しています。

□ +Tag line

▶ 国内線プレミアムクラスの機内食
東京（羽田）発便の夕食では、和歌山県の食材
を用いたお食事をご提供します。

国内線プレミアムクラスのお食事例

▶ 国際線プレミアムエコノミー・エコノミー

クラスの機内食

日本発便では、関西の食材を使用したご当地カ
レーをご提供します。
大阪府の食材を使用したカレー

※メニューの内容は、変更になる場合があります。

詳しくはANAウェブサイト（www.ana.co.jp）をご覧ください。

10

【 ニュース 】

野生生物の違法な取引撲滅に向けたセミナーを実施

2021年2月、
『成田国際空港株式会
社』との共催、国際NGO『TRAFFIC』と
協働で、野生生物の違法な取引撲滅に向
けたオンラインセミナーを開催しました。
セミナーでは、航空事業に携わる方を対
象に、野生生物の違法な取引の現状や
事例の紹介、発見した場合の対応方法
などを学びました。ANAグループの航空
サービスが野生生物の違法取引に利用
されることのないよう、今後も関係各所
と連携した取り組みを強化していきます。

野生生物の違法な取引撲滅を伝えるポスター

詳しくはANAウェブサイト（www.ana.co.jp/group/csr/）をご覧ください。

091

ANA GROUP INFORMATION
【 ANAマイレージクラブ会員限定／キャンペーン 】

11

2021年春 プレミアムポイント2倍キャンペーン

期間中、ANAおよびANAグループ運
航国内線を対象運賃＊でご搭乗されると、
獲得プレミアムポイント数を通常の2倍
に積算します。この機会にプレミアムス
テイタスを獲得し、限られたお客様にお
届けする特別な時間をご堪能ください。
▶ 対象搭乗期間：
2021年3月22日（月）～ 6月30日（水）
＊マイル積算率75％以上の国内線運賃
※参加登録は不要です。 ※2021年8月1日（日）以降にフライ
トマイルを事後登録された場合は、本キャンペーンの対象外に
なります。

詳しくはANAウェブサイト（w w w. a n a . c o.j p/a m c/c p n /p r e m i u m _
point_2103 ）をご覧ください。

12

キャンペーン
詳細

【 ANAマイレージクラブ会員限定／サービス 】

ANAマイルをピーチポイントに交換！

ANAでは、500マイルからピーチポイ

り中部国際空港に新規就航し、さらに便

ント交換用のクーポン＊（eギフトカード）

利になったPeachにて、さまざまな旅をお

に交換できるサービスを、2021年4月以

楽しみください。

降も継続して実施しています。ピーチポ

＊500マイルあたり450ピーチポイント（450円相当）に換算。

イントはLCC・Peachの航空券やお預け
手荷物、座席指定などのオプション料金、
それらに付随する税金や手数料のお支払
いにご利用いただけるポイントです。
充実した路線や運航便数、サービスを
ご提供しているANAと、リーズナブルで
気軽にご利用いただけ、2020年12月よ
詳しくはANAウェブサイト（www.ana.co.jp/amc/reference/tukau/
point/peach.html ）をご覧ください。
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【 ANAマイレージクラブ会員限定／キャンペーン 】

プレミアムメンバーステイタス獲得チャレンジ2021
この機会にぜひ、キャンペーンにご参

飛行機のご利用に加えて、ANAが就
航する全国34空港内の総合おみやげ店

加ください。

『ANA FESTA 』などの対象 店舗での
お買い物やANAカードによる決済など、
ANAグループが提供する日常のさまざま
なサービスをご利用いただくことで、プレ
ミアムメンバーステイタス獲得へのチャン
スが広がります。
▶ 参加登録期間：2 020年12月16日（水）～ 2021年12月15日（水）
※条件達成により獲得できるステイタスの詳細は、ANAウェブサイトでご確認ください。

詳しくはANAウェブサイト（www.ana.co.jp/amc/prm2021/）
をご覧ください。
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キャンペーン
詳細

【 ANAマイレージクラブ会員限定／ニュース 】

【要参加登録】マイル・ANA SKY コインの有効期限を延長

ANAでは、対象期間に有効期限を迎
えるマイル・ANA SKY コインを2021年
9月末まで延長します。
延長には、ANAウェブサイトより期間
中のご登録が必要です。この機会にぜひ
ご登録ください。
▶ 参加登録期間：2 020年11月17日（火）～ 2021年8月31日（火）
▶ 対象となる有効期限：2021年3月31日（水）～8月31日（火）
※有効期限が2021年3月31日(水)まで一度延長になったマイル・ANA SKY コインについても、本延長の対象になり
ます。

詳しくはANAウェブサイト（www.ana.co.jp/amc/cpn/
exdates-mile-skycoin20-11/）をご覧ください。
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【 ANAグループ 】

人材サービス（派遣・紹介・アウトソーシング）のご案内

ANAビジネスソリューションでは、さま
ざまなビジネスシーンに対応する接遇力
に長けたスタッフをご紹介しています。
客室乗務員や空港地上係員など接遇

活用シーン
●

株主総会や採用活動での受付・アテンド業務

●

国際スポーツ大会でのVIPアテンド・通訳業務

●

医療・介護施設でのコンシェルジュ業務

経 験者の中から選び抜かれた「プレミ
アムスタッフ」が、接遇力とコミュニケー
ション力で、お客様の期待を超えるおも
てなしをご提供します。
1日単位の短い期間から長期的なお仕
事まで全国各地でご希望に合わせて対応
します。ぜひお問い合わせください。
詳しくはANAビジネスソリューションウェブサイト
（www.abc.jp/lp/temporary/）をご覧ください。

ANAグループの
人材サービス

「お客様の声」にこだわっています
足が不自由ですが、コロナ禍でも安心して飛行機を利用できますか。

お手伝いが必要なお客様へのサポート内容をご案内しています
旅行や飛行機での移動に、新型コロ

サイト＊1よりご確認ください。ご不明な点

ナウイルス感染症に対する不安を抱える

などは、
「ANAおからだの不自由な方の

ことなく、安心して快適にご搭乗いただ

相談デスク」＊2へお問い合わせください。

けるよう、お手伝いが必要なお客様に感

※ ＊1はQRコード「詳細1」、＊2はQRコード「詳細2」
からご確認ください。

染予防策を講じたサポートを実施してい
ます。各種サポート内容、空港内および
機内の施設・設備の案内などは、ウェブ
ご意見・ご要望デスク
0120-029-787
携帯電話をご利用の場合
0570-029-787（全国一律料金）
PHS・国際電話をご利用の場合
☎ 03-6735-7922（有料）
受付時間 9:00～17:00（年中無休）

詳細1

詳細2

ANAのサービスについての
ご意見・ご要望をお寄せください。
www.ana.co.jp/site-help/share/feedback/
機内にはご意見を記入いただける用紙
「お客様の声」を搭載しています。
客室乗務員に声をおかけください。
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ANA 国内線からのお乗り継ぎについて
Transit from Domestic Flights to International Flights

東京国際（羽田）空港

Haneda Airport (Tokyo International Airport)

第2ターミナル国際線乗り継ぎ

空港全体像

▶ 「国際線乗り継ぎ（第2ターミナル）」表示にしたがって、
１階エレベーターより３階出発ロビーへお進みいただき、
保安検査場をお通りください。

第2ターミナル
Terminal 2

Transit to Terminal 2 for International Flights
▶ Go to the departure lobby on the 3rd floor by
following the “International Connecting Flights
(Terminal 2)” signs and using the elevator on the
1st floor, and then proceed to the Security Check.

第3ターミナル国際線乗り継ぎ
第1ターミナル

▶ 「国際線乗り継ぎ（第3ターミナル）」表示にしたがって、
乗り継ぎ専用バス乗り場へお進みください。
バスは、第3ターミナル1階に到着します。
3階出発ロビーへお進みいただき、保安検査場をお通りください。
▶ バスは、10～20分間隔で運行しています。
所要時間は約15～20分です。

Terminal 1

Transit to Terminal 3 for International Flights
▶ Proceed to the bus stop for flight transits by
following the “International Connecting Flights
(Terminal 3)” signs. Buses arrive on the 1st floor
of Terminal 3. Go to the departure lobby on the
3rd floor, and proceed to the Security Check.
▶ Buses run every 10 to 20 minutes. Travel time is
approximately 15 to 20 minutes.

第2ターミナル国際線乗り継ぎ

第3ターミナル

Terminal 3

Transit to Terminal 2 for International Flights

第2ターミナル / Terminal 2

第2ターミナル / Terminal 2

1 .5 階 / M2nd floor

3 階 / 3rd floor

保安検査
68
67

69 68

67

70

66
65
63
62

54

54

55

56

55

56

53

58

国内線1.5階 より
From Domestic flights
(M2nd floor)

66

65

64

61
60

59

58

52

52

59

57

63

70

62

61
60

57

53

64

Security Check

69

51

税関／出国審査

51

Customs / Immigration

国際線乗り継ぎ（第2ターミナル） へ

国際線ANAチェックインカウンター

To international flights (Terminal 3)

International ANA check-in counter
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ANA 国内線からのお乗り継ぎについて
Transit from Domestic Flights to International Flights

東京国際（羽田）空港

Haneda Airport (Tokyo International Airport)

第3ターミナル国際線乗り継ぎ

Transit to Terminal 3 for International Flights
68

69

67

第2ターミナル / Terminal 2

1 .5 階 / M2nd floor

70

66
65
64

63
62
55

61

56

54

60
59

57
53

58

52
51

Gate140〜149へ
To Gate 140-149

国際線乗り継ぎ（第3ターミナル） へ

国際線乗り継ぎ（第3ターミナル） へ

To international flights (Terminal 3)

To international flights (Terminal 3)

第3ターミナル / Terminal 3

出国審査

3 階 / 3rd floor

109

保安検査

Immigration

Security Check

110

111

Gate 105〜108へ
To Gate 105-108

112

113

114
E

Gate131〜139へ
To Gate 131-139

N

M

L

K

J

I

H

G

D

C

B

A

Y

F

Z

Gate140〜149へ
To Gate 140-149

1階 第2ターミナル国内線 より
From domestic flights (Terminal 2)

成田国際空港

Narita International Airport
53

ターミナル1

54

3 階 / 3rd floor
55

52

51

出国審査
Immigration

3階乗り継ぎ専用フロアで「保安検査」､
「出国審査」を受けた後、
国際線搭乗口へお進みください。

56

保安検査

Security Check

Proceed to the departure gate after going
through the security check and immigration.

57A

中部国際空港

Central Japan International Airport Centrair

関西国際空港

Kansai International Airport
Proceed to the international departure lobby.
Proceed to the departure gate after going
through the security check and immigration.

国際線出発ロビーへお進みください。
「保安検査」､「出国審査」を受けた後、
国際線搭乗口へお進みください。

096

ANA GROUP INFORMATION

ANA国際線からのお乗り継ぎについて
Transit from International Flights

東京国際（羽田）空港

Haneda Airport (Tokyo International Airport)

国内線乗り継ぎ

Transit to Domestic Flights

● ANA国内線にお乗り継ぎのお客様
（国内線第１ターミナル出発便を除く）
▶ 到着ロビー内の国内線乗り継ぎカウンターにて
お手荷物をお預けいただき、
国内線保安検査場をお通りください。
▶ 第3ターミナルにご到着のお客様は、
乗り継ぎバスにて第2ターミナルへお進みください。
● 国内線第1ターミナルから出発するANA国内線へ
お乗り継ぎのお客様
▶ 到着手続き後、無料連絡バスにて
第1ターミナルへお進みください。

国際線乗り継ぎ

Transit to International Flights

● 到着ターミナルと出発ターミナルが異なる場合
▶ 「国際線乗り継ぎ」表示にしたがって、
乗り継ぎ専用バス乗り場へお進みください。
ターミナル到着後は、
国際線乗り継ぎ保安検査場へお進みください。
▶ バスは15分間隔で運行しています。
所要時間は約15～20分です。
● 到着ターミナルと出発ターミナルが同じ場合
▶ 「国際線乗り継ぎ」表示にしたがって、
国際線乗り継ぎ保安検査場へお進みください。

● Transit between Different Terminals
▶ Proceed to the bus stop for flight transits by
following the “International Connecting Flights”
signs. After arriving at the terminal, proceed to
the Security Check for International Flight
Connections.
▶ Buses run every 15 minutes. Travel time is
approximately 15 to 20 minutes.
● Transit within the Same Terminal
▶ Proceed to the Security Check for International
Flight Connections by following the
“International Connecting Flights” signs.

第2ターミナル / Terminal 2

第3ターミナル / Terminal 3

1 .5 階 / M2nd floor

2 階 / 2nd Floor

3階 第2ターミナル
国際線乗り継ぎ保安検査場へ

第3ターミナル国際線乗り継ぎカウンター
Terminal 3
International Connecting Flights Counter

To Security check Terminal 2
International Connecting Flights(3rd floor)
68
69

1階 第2ターミナル
国際線乗り継ぎバス乗り場

2階 入国手続きへ
（国内線乗り継ぎへ）

To the bus stop Terminal 2
International Connecting Flights

To Immigration(2nd floor)

67

● Domestic ANA Flights (except for those
departing from Domestic Terminal 1)
▶ Check in your baggage at the Domestic
Connecting Flight Counter in the arrival lobby,
and proceed to the Security Check for Japan
Domestic Flight Connections.
▶ For those arriving at Terminal 3, use the transit
bus to proceed to Terminal 2.
● Domestic ANA Flights Departing from
DomesticTerminal 1
▶ Proceed to Terminal 1 by the Free Shuttle Bus
after completing the arrival procedure.

70

検疫

Quarantine

71

66

入国審査
Immigration

72

73

荷物受け取り

1階 到着バス降り場から

Baggage Claim

From Bus platform(1st floor)

税関

Customs

1階 第3ターミナル国際線乗り継ぎバス乗り場へ

国内線乗り継ぎカウンター

To the bus stop Terminal 3
International ConnectingFlights(1st floor)

Japan Domestic Flight Transit Counter
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ANA国際線からのお乗り継ぎについて
Transit from International Flights

成田国際空港

Narita International Airport

国内線乗り継ぎ

第4サテライト / Satellite4

● ANA国内線にお乗り継ぎのお客様
▶ 到着手続き後、
「国内線乗り継ぎ旅客専用出口」
へ進み、手荷物カウンターにて
手荷物をお預けください。
▶ 搭乗口へお進みください。
● 他航空会社にお乗り継ぎのお客様
▶ 到着手続き後、各航空会社のカウンターに
お進みください。
▶ 第2ターミナルをご利用の場合は、
1階バス乗り場より連絡バスをご利用ください。

乗り継ぎカウンター

乗り継ぎ検査場

Transit Counter

Transit Inspection

30番台ゲートへ

Gates 30~

50番台ゲートへ

Gates 50~

第4・第5サテライト
地下連絡通路
Satellite 4 & satellite 5
Underground Connecting
Passageway
ターミナル1 / Terminal 1

40番台ゲートへ

Gates 40~

3階 /

第3サテライト / Satellite3

3rd floor

乗り継ぎカウンター
Transit Counter

30番台ゲートへ

Gates 30~

ターミナル1 / Terminal 1

2階 /

Transit to Domestic Flights
● To ANA Domestic Flights
▶ Check-in your baggage at the Baggage Counter
after completing the arrival procedures.
▶ Proceed to the departure gate.
● To Domestic Flights of other airlines
▶ Proceed to the relevant airline counter after
completing the arrival procedures.
▶ If you need to go to Terminal 2, take the shuttle
bus at the bus stop on 1st Floor.

国際線乗り継ぎ

2nd Floor
第5サテライト / Satellite5

乗り継ぎ検査場
Transit Inspection
ターミナル1 / Terminal 1

4階 /

4th floor

※第4サテライト、第5サテライト間の移動には
地下連絡通路をご利用ください。
Go through the Underground Connecting
Passageway between Satellite 4 and Satellite 5.

Transit to International Flights

● ANA国際線・第1ターミナルから出発する航空会社へ
乗り継ぎのお客様
▶ 乗り継ぎ検査場をご通過ください。
▶ 乗り継ぎ便の搭乗手続きがお済みのお客様
乗り継ぎ便の搭乗口へお進みください。
▶ 乗り継ぎ便の搭乗手続きがお済みでないお客様
乗り継ぎカウンターへお進みください。
● 第2ターミナルから出発する航空会社へ乗り継ぎのお客様
▶ 乗り継ぎ検査場をご通過ください。
▶ 連絡バスにて第2ターミナルへお進みください。

関西国際空港

● To ANA and airlines departing from Terminal 1
▶ Proceed to the Transit Inspection.
▶ Passengers who already have a boarding pass
for the connecting flight
Proceed to the departure gate directly.
▶ Passengers who do not have a boarding pass
for the connecting flight
Proceed to the Transit Counter to check-in.
● To airlines departing from Terminal 2
▶ Proceed to the Transit Inspection.
▶ Take the shuttle bus to Terminal 2.

Kansai International Airport

国内線乗り継ぎ

Transit to Domestic Flights

到着手続き後、国内線出発ロビー（2階）
へお進みください。

Proceed to the Domestic departure floor (2nd
Floor) after completing the arrival procedures.

中部国際空港

Central Japan International Airport Centrair

国内線乗り継ぎ

Transit to Domestic Flights

到着手続き後、国内線出発ロビー（3階）
へお進みください。

Proceed to the Domestic departure floor (3rd
Floor)after completing the arrival procedures.
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ご搭乗に際してのお願い
保安検査の強化・機内安全のため、
持ち込み手荷物削減にご協力をお願いいたします。
保安検査の強化について
国土交通省航空局からの指示により、令和元年9月13
日から、航空機へのテロ対策の一環として、航空機搭乗
前の上着検査、靴検査を強化しました。

機内持ち込み手荷物について
（お1人様1個まで）
機内で安全かつ快適にお過ごしいただくために、機内へ
持ち込めるお手荷物は、身の回り品（ハンドバッグ、
カメ
ラ、傘など）
のほか、下記の条件のお手荷物1個となりま
す。なお、下記のサイズ以内のお手荷物の場合でも、客
室内に収納できない場合にはお預かりの手荷物として
貨物室に搭載させていただく場合がございますので、
ご
了承ください。下記サイズを超えるお手荷物（キャリー
バッグ、ベビーカー、麻袋など）
はお預けください。

H（高さ）

W（幅）

D（奥行）

※ 3 辺の合 計に
は付属品（ハンド
ル・車 輪など）
を
含みます。

お持ち込みお手荷物のサイズ

ANA（下記を除く）
エア・ドゥ、
ソラシド エア（SNA）、

3辺の合計

H（高さ）

W（幅）

D（奥行）

重量

115cm以内

55cm

40cm

25cm

10kgまで

100cm以内

45cm

35cm

20cm

10kgまで

スターフライヤー
ANA（機種Q4A）
IBEXエアラインズ、
オリエンタルエアブリッジ

機内でのお願い
安全かつ快適にお過ごしいただくため、
お手荷物は座席
上の共用収納棚、
または前の座席の下に収納してくださ
い。通路・非常口付近など、非常時に脱出の妨げになる
場所へお手荷物を放置することは、法令で禁止されてい
ます。前に座席のない席（スクリーン前・隔壁前）
は、足
元にお手荷物は置けません。お客様の安全のため、収
納状況が適切でない場合には客室乗務員が声をかけさ
せていただきますので、指示に従ってください。
● ギターなど楽器類
機内持ち込みサイズを超える楽器（ギターなど）
は、
あらか
じめお客様にて梱包のうえ、
カウンターにてお預けくださ
い。機内に持ち込む場合には、別途料金が必要となる
場合がございますので、
ご予約の際にお問い合わせくだ
さい。国内線では、
ギター、小型楽器（90㎝以内）、
コン

トラバス専用の輸送ケースもご用意しております。
詳しくは、予約センターまでお問い合わせください
（ただし、
使用状況によりご用意できない場合もあります）。
● キャリーバッグにご注意ください
機内の収納スペースには限りがあるため規定サイズ内
でも持ち込みできない場合があります。
● ライターは1人1個まで
喫煙用のライターはお1人様1個に限り、持ち込みがで
きます。オイルタンク式、葉巻用ライター、
プリミキシング
ライター
（ターボライター、
ジェットライター、
ブルーフレー
ムライター等）、不測の作動防止機能のないリチウム電
池で駆動するライターは持ち込みできません。
ライターの置き忘れにご注意ください。
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ご搭乗に際してのお願い
機内持ち込み制限品の取り扱いについて
ハサミ・ナイフ類、
その他凶器となり得る物品をお持ちの場
合は、手荷物カウンターでお預けいただくか、
「 放棄品箱」
へ廃棄願います。保安検査強化にご理解とご協力をお願
いいたします。
また、引火性物質等の危険物は航空機内
への持ち込み、
およびお預かり手荷物としての取り扱いは
できません。危険物を所持している場合は、出発保安検
査場に設置されている
「放棄品箱」に廃棄願います。
刃物類の機内への持ち込みは法令違反であり、
50万円以下の罰金の対象となります。

ナイフ/ハサミ類

先の尖った物/バット類

※モデルガン等の凶器類似品等も機内持ち込み禁止です。
国土交通省：ハイジャック防止等航空保安対策へのご協力のお願い
http://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000007.html

【国際線】TOPICS
機内持ち込み手荷物の制限
1 1容器あたり100mℓを超える液体物・
ジェル・エアゾー
ル類を機内にお持ち込みいただくことはできません。
2 1容器あたり100mℓ以下の液体物・
ジェル・エアゾール
類は個数にかかわらず機内持ち込み可能です。ただし、保
安検査および搭乗の際に1ℓ以下の再封可能な密閉式
ビニール袋
（ジップロック状）
1枚に入れ、機内持ち込み手
荷物とは別に検査を受ける必要があります。容器の大きさ
が100mℓを超えるものは、中身の液体の量が100mℓ以
下でも持ち込みは不可となります。

3 保安検査後の免税店等で購入した液体類は機内持ち
込みが可能です。ただし、海外で乗り継ぎをする場合には、
没収などの可能性がありますので、当該国のルールに従
う必要があります。

※日本で乗り継ぎがある場合、機内で購入された免税品
であっても上記 1 2 のルールが適用となり100mℓ以上
のものは没収となります。詳細はANA SKY WEBをご覧
ください。

ライターの制限（海外空港発便）
お客様のご理解とご協力を
お願いいたします。

中国（香港を除く）、
インド、
フィリピン、
ミャンマーを出発す
る全便において、航空機へのマッチ・ライターの持ち込
みは禁止されています。お預けになる手荷物の中に入れ
ることも禁止されていますのでご注意ください。

ANAおからだの不自由な方の相談デスク
ANAおからだの不自由な方の相談デスクでは、病気や
けが･障がいによりおからだの不自由なお客様に、安心
して快適な空の旅をお楽しみいただけますよう、航空機
のご利用に関するご相談やご希望を伺っております。
以下のお客様は必ず事前にお知らせください。
▶ 機内で医療用酸素ボンベや酸素濃縮器（POC）
を
使用されるお客様（医師の搭乗許可・診断書が必要です）
▶ その他の医療機器を使用されるお客様
▶ ストレッチャー
（簡易ベッド）
を使用されるお客様
▶ 保育器を使用されるお客様
▶ その他機内で特別な医療行為を必要とされるお客様
▶ お手伝いが必要な方が10名以上いらっしゃる団体のお客様

TEL

0120-029-377
0570-029-377
（全国一律料金）
03-6741-8900
0120-029-366
FAX
（年中無休 9：00～17：00）
※携帯電話からはフリーダイヤル
をご利用いただけません。
ANAでは、耳や言葉が不自由で電話ができないお客様へ、TV
電話での手話やチャットなどを使い、
リアルタイムでANAオペ
レーターとやりとりができる
「ANA専用代理電話サービス」
をご
提供しております。
www.ana.co.jp/skyassist
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機内で安全かつ快適にお過ごしいただくために
ご搭乗の皆様にご協力いただく事項がございます。

Tips for a Safe and Comfortable Flight

Consejos para un Vuelo Seguro y Cómodo

We ask for your cooperation
on the following matters.

Le pedimos su cooperación
en lo siguiente.

深部静脈血栓症 / 肺塞栓症（いわゆるエコノミークラス症候群）の予防
To Reduce the Risk of Deep Vein Thrombosis / Pulmonary Embolism
(So-called Economy-class Syndrome)
Para Reducir el Riesgo de Trombosis Venosa Profunda o Embolia Pulmonar
(el denominado Síndrome de la Clase Económica)
長 時 間 同じ姿 勢で座っていると、
足の静 脈にうっ滞が起こり、血の
かたまり
（深部静脈血栓）
が生じる
ことがあります。この血のかたまり
の一部が血流に乗り、肺に流れて
肺の血管を閉塞してしまうと
（肺塞
栓）、胸痛や息切れが起こり、最悪
の場合には死に至ることもあります。
深部静脈血栓症を予防するために
適 度の水 分を摂り、アルコールは
飲みすぎず、足の運動をこまめに行
いましょう。

1 足先を十分に伸ばしたり、
曲げたりする。

Bend and flex your feet.
Doble y flexione sus pies.

4 足を上下につま先立ちする。
Lift your ankles up and down,
bending your feet at your toes.
Levante y baje sus tobillos,
doblando sus pies a nivel de los dedos.

Sitting cramped for long periods
may interfere with blood flow,
and consequently, a blood clot
develops in the deep leg veins
(Deep Vein Thrombosis; DVT).
A blood clot may travel to the
blood vessel of the lungs causing
a blockage. This is called a
p u l m o n a r y e m b o l i s m , w h i ch
cause a chest pain, difficulty
of breathing and may be fatal.
In order to prevent DVT, drink
sufficient water, moderate your
intake of alcohol, and stretch
your legs frequently.

2 足全体をゆっくりと

大きな円を描くように回す。
Move your feet in a slow circular motion.
Mueva sus pies lentamente
describiendo un movimiento circular.

5 足の指でじゃんけんのグーをつくる。
Curl your toes.
Arquee sus dedos.
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Sentarse en un espacio estrecho
p o r l a rgo s p e r i o d o s p o d r í a
interferir con el flujo sanguíneo,
ocasionando la formación de un
coágulo sanguíneo en las venas
profundas de las piernas (Trombosis
Venosa Profunda; TVP). Un coágulo
sanguíneo podría viajar hasta los
vasos sanguíneos de los pulmones
y causar una obstrucción. Esto
se denomina embolia pulmonar,
lo que causa dolor en el pecho y
dificultad para respirar, pudiendo
en algunos casos ser fatal. Con
el fin de prevenir la TVP, tome
suficiente agua, modere su
consumo de alcohol, y estire las
piernas con frecuencia.

3 ふくらはぎ全体をこぶしで
トントンと軽く叩く。

Use your fist to gently tap your calves.
Use su puño para golpear
suavemente sus pantorrillas.

6 足の指でじゃんけんのパーをつくる。
Point your toes.
Extienda sus dedos.
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機内で安全かつ快適にお過ごしいただくために
ご搭乗の皆様にご協力いただく事項がございます。

Tips for a Safe and Comfortable Flight
We ask for your cooperation on the following matters.

幼児連れのお客様へ
For Passengers with Small Children
座席列の酸素マスクには個数制限
があるため、複数の幼児は同じ座
席 列にご着 席いただけません（ 座
席を確保する場合を除く）。機内で
は座席の移動はお控えください。ま
た、機内には飛行機特有の設備が
ございます。
「ひじ掛け」や「収納式
テーブル」などにお子様の指をはさ
まないようお気をつけください。

ひじ掛け

収納式テーブル

Armrest

座席ベルトの金具

Due to the number of oxygen
masks per seat row, more than
one small child may not be seated
in the same row (excluding seat
reservation). Please refrain from
changing your seats. Also, there
is aircraft-specific equipment on
board the plane. Please be careful
not to let your children catch
their fingers in places such as the
armrest or retractable table.

Table

化粧室の扉・ゴミ箱のふた

Seatbelt Buckle

Lavatory Door Trash Box Lid

その他のお願い
Other requests
他のお客様や業務中の社員に対する無断撮影行為は、
周囲のお客様へのご迷惑となる場合がありますので、
ご
遠慮いただきますようご理解とご協力をお願いします。

ANA Group requests all passengers to refrain from
photographing other passengers and staff on duty
without their consent, as it may cause inconvenience
to other passengers. Your understanding and
cooperation are highly appreciated.
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機内で安全かつ快適にお過ごしいただくために
ご搭乗の皆様にご協力いただく事項がございます。

Tips for a Safe and Comfortable Flight
We ask for your cooperation on the following matters.

機内での電子機器の使用制限について
Restrictions on Use of Electronic Devices on Board
国土交通省が告示で「航空機の運航の安全に支障を
及ぼすおそれのあるもの」について、以下のとおり定めて
います。出発時「飛行機のドアが閉まった時」から
「着陸
後の滑走が終了する時」
まで、下記の電子機器の使用
が制限されています。

The devices listed below have been stipulated by
Japan’s Ministry of Land, Infrastructure, Transport
and Tourism (MLIT) as having the potential to affect
the safety of flight operations as follows.
From when the doors are closed for departure
until the aircraft starts taxiing after landing, use of
electronic devices listed in below is restricted.

機内アナウンス

機内アナウンス

CA announcement

CA announcement

ドアが閉まった時

着陸後の滑走が終了

Door Close

Start taxiing after landing

出発時
ドア開放中

出発

離陸

飛行中

着陸

地上走行

到着

Departure

Take-off

During cruise

Landing

Taxiing

Arrival

Doors are open
before departure

到着時
ドア開放中
Doors are open
after arrival

通信用の電波を発信する
状態にある電子機器
Electronic devices that emit
radio waves for communication

通信用の電波を発信しない
状態にある電子機器
Electronic devices that do not emit
radio waves for communication
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機内で安全かつ快適にお過ごしいただくために
ご搭乗の皆様にご協力いただく事項がございます。

Tips for a Safe and Comfortable Flight
We ask for your cooperation on the following matters.

機内での電子機器の使用制限について
Restrictions on Use of Electronic Devices on Board
作動時に通信用の電波を発信する状態にある
以下の電子機器はご使用になれません。
機内モード等の電波を発信しない状態（設定）にするか、
電源をお切りください。

Electronic devices that emit radio waves,
as follows, cannot be used.
Please set such devices to not emit
radio waves or turn them off.

（注）客室乗務員がアナウンスにてお知らせいたします。

(Note) Cabin attendants will be making an announcement.

航空機外の設備と無線通信を行う状態にある携帯電話
（スマートフォン含む）、PHS、パーソナルコンピューター、
携帯情報端末、電子ゲーム機、携帯型データ通信端末、
トランシーバー、無線操縦玩具、
ワイヤレスマイク

Cell phones (including Smartphones), PHS, Personal
computers, Personal digital assistants, Electronic
games and Mobile routers that communicate by radio
waves to facilities outside the aircraft,Transceivers,
Radio-controlled toys, Wireless microphones

（注）機器同士のBluetooth接続（ワイヤレスヘッドホン等）
や
Wi-Fi接続（電子ゲーム機等）
は常時ご使用になれます。

(Note) Bluetooth connection between devices (such as wireless
headphones) and Wi-Fi connection (for electronic games) can
be used at any time.

作動時に通信用の電波を発信しない状態*にある
電子機器については、すべての飛行機において
基本的に常時ご使用になれます。

Electronic devices that do not emit
radio waves for communication*
can generally be used at any time.

携帯電話（スマートフォン含む）、パーソナルコンピュー
ター、DVDプレーヤー、
デジタルカメラ、電子書籍 等

Examples: Cell phones (including Smartphones),
Personal computers, DVD players, Digital cameras,
e-book readers, etc.

＊通信用の電波を発信しない状態（設定）
とは、電源をON（入）
にしていても通話やメールの送受信、
インターネット機能がOFF
（切）
になっている状態を指します。

*Means the sending/receiving of phones/mails and the internet
function is set to OFF even when the power is turned ON. Cell
phones functions should be set to “flight”, “self”,“radio wave off”,
“offline” or “personal” modes (names differ according to company).

携帯電話での通話は周囲のお客様のご迷惑になりますの
でお控えください。
機長が安全運航に支障があると判断した場合、使用可能
な時期であってもご使用をお控えいただく場合がございます。
ご了承ください。
記載のある電子機器以外でも別途当社の定めにより使用
を制限している機器がありますので、電子機器の使用状況
について客室乗務員が声をおかけする場合がございます。
ま
たペースメーカー等、医療機器をご使用のお客様が近くにい
らっしゃる場合、電子機器のご使用をお控えいただくこともあ
りますのでご協力をお願いいたします。
出発時の非常用設備に関するご案内（VTR上映／客室乗
務員のデモンストレーション）
にご注目ください。また安全に
関する客室乗務員からのご案内にご注意ください。
緊急時脱出の妨げとなるような電子機器類は、前の座席の
下または座席の上の物入れにご収納ください。
また、電子機
器が座席の間に挟まって破損する場合がありますので、保
管にはご注意ください。
携帯電話（スマートフォン含む）、電子ゲーム、DVDプレー
ヤーなどをご使用の際は、周りのお客様へのご配慮をお願
いいたします。
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Please be considerate of other passengers and refrain
from making phone calls.
The use of electronic devices may still be prohibited
at any time for safety reasons if the pilot determines
that their usage will interfere with flight operations.
Your kind understanding will be appreciated.
ANA may restrict the use of electronic devices other
than those listed and cabin attendants may ask
for your cooperation. If passengers using medical
equipment such as pacemakers are seated nearby, you
may be asked to refrain from using electronic devices.
Please be sure to check the safety information
provided by the cabin attendants or the safety video.
Also, please pay attention to other safety-related
instructions by the cabin attendants.
Please store your electronic devices under the seat in
front of you or in the overhead compartment so that
they will not obstruct evacuation in the event of an
emergency. Please also take care not to damage your
electronic devices by storing them (and getting them
stuck) between the seats.
Please use your cell phones, electronic games
and DVD players, etc., with consideration for other
passengers on board.

ANA GROUP INFORMATION

機内で安全かつ快適にお過ごしいただくために
ご搭乗の皆様にご協力いただく事項がございます。

Tips for a Safe and Comfortable Flight

Consejos para un Vuelo Seguro y Cómodo

We ask for your cooperation
on the following matters.

Le pedimos su cooperación
en lo siguiente.

機内の安全を阻害する行為について
Unruly Behaviors on Board
Comportamientos Indisciplinados a Bordo
航空機の安全を害する行為のほか、
機 内の人や財 産に危 害を及ぼす
行為、機内の秩序を乱す行為、機
内の規律に違反する行為は「航空
法第73条の3」で禁じられています。
特に国土交通省が定めた以下の
行為については、機長の命令に背
き行為を中止しなかった場合、50
万円以下の罰金が科せられます。
安全運航のためにご協力をお願い
いたします。

Acts jeopardizing the safety of the
aircraft, harming the passengers
or their properties on board,
disrupting the order in the cabin,
or disturbing the discipline in
the cabin are prohibited by the
“Civil Aeronautics Law of Japan,
Article 73-3”. For the following
specific behaviors stipulated by
the MLIT, if you do not stop such
acts despite the Captain's order,
you will be subject to a fine up
to 500,000 JPY. We ask for your
cooperation for a safe flight.

Las acciones que pongan en
p e l i g ro l a s e g u r i d a d d e l a
aeronave, inflijan daño a los
pasajeros o a sus propiedades
a bordo, alteren o perturben el
orden en la cabina, o perturben
la disciplina en la cabina, están
prohibidas según el “Artículo 73-3
de la Ley de Aeronáutica Civil de
Japón”. En el caso específico de
los siguientes comportamientos
estipulados por el MLIT, si usted
no se detiene a pesar de recibir la
orden del capitán, estará sujeto
a una multa de hasta 500,000
yenes. Le pedimos su cooperación
para un vuelo seguro.

乗降口または非常口の扉の開
閉装置を操作すること
化粧室で喫煙すること
（喫煙には、
電子タバコや加熱式タバコ等、
蒸気を発生させるものも含む）
乗務員の職務を妨害し、安全の
保 持 等に支 障を及ぼすおそれ
がある行為をすること
告示により禁止された電子機器
を使用すること
指示に従わず座席ベルトを着用
しないこと
離着陸時において、座席の背、
テーブル、
フットレスト
（レッグレス
ト）
を所定の位置に戻さないこと
非常脱出の妨げになる場所へ
手荷物を放置すること
告示により定められた消火器、
非常用警報装置、救命胴衣等
を操作または移動すること

Operating the handle or other
mechanisms of a cabin door or
an emergency exit
Smoking in the lavatory. This
includes the use of smoking
devices that generate vaper.
Interfering with crew duties,
which may hinder the safety of
the aircraft
Using electronic devices prohibited
by the MLIT ministerial notice
Not following the instruction
to fasten the seat belt
Not returning the seat back,
table, or footrest (legrest) to
its original position during
takeoff or landing
Leaving baggage in a place
hindering the emergency
evacuation
Using, operating, or moving of
fire extinguishers, evacuation
signal system, life vests, etc.
stipulated in the MLIT ministerial
notice

Manipular la manija u otros
mecanismos de una puerta de
la cabina o de una salida de
emergencia
Fumar en los baños (incluyendo
también los dispositivos para
fumar y los productos que
generan vapor)
Interferir con las tareas de
la tripulación, lo cual podría
comprometer la seguridad de
la aeronave
Utilizar dispositivos electrónicos
prohibidos por la notificación
ministerial del MLIT
No seguir la instrucción de
abrochar el cinturón de seguridad
No regresar el respaldo del
asiento, la mesa o el reposapiés
a su posición original durante
el despegue o aterrizaje
Dejar su equipaje en un lugar
que dificultaría la evacuación
de emergencia
Utilizar, manipular o mover de
lugar los extintores, el sistema
de señales de evacuación,
los chalecos salvavidas, etc.,
estipulados en la notificación
ministerial del MLIT
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ANAグループ航空機のご案内
ANA 航空集团航班客机指南

A380-800

B777-300

全長 Length 全长/ 72.7 m
標準座席数 Standard number of seats
标准座位数/ 520

全長 Length 全长/ 73.9 m
標準座席数 Standard number of seats
标准座位数/ 514 (-300 ER: 212; 250)

B787-10

B777-200

全長 Length 全长/ 68.3 m
標準座席数 Standard number of seats
标准座位数/ 294

全長 Length 全长/ 63.7 m
標準座席数 Standard number of seats
标准座位数/ 392; 405

B787-9

B787-8

全長 Length 全长/ 62.8 m
標準座席数 Standard number of seats
标准座位数/395 (INT: 215; 246)

全長 Length 全长/ 56.7 m
標準座席数 Standard number of seats
标准座位数/ 335 (INT: 169; 184; 240)

B767-300

B767-300F・
300BCF / B777F

全長 Length 全长/ 54.9 m
標準座席数 Standard number of seats
标准座位数/ 270 (-300 ER: 202; 270)

貨物専用機 freighter 货运专机
全長 Length 全长/ 54.9 m (B777F-63.7 m)

AIRBUS A321

AIRBUS A320

全長 Length 全长/ 44.5 m
標準座席数 Standard number of seats
标准座位数/ 194

全長 Length 全长/ 37.6 m
標準座席数 Standard number of seats
标准座位数/ 180(INT：146)

ミレニアム･ファルコン

B737-800・700

Millennium Falcon

全長 Length 全长/ 39.5 m (B737-800);
33.6 m (B737-700)
標準座席数 Standard number of seats
标准座位数/ 166 (B737-800); 120 (B737-700)

全長 Length 全长/ 34.37 m
最高速度 Maximum speed 最大速率/
銀河系で最速 Fastest in the galaxy 银河系最快
標準座席数 Standard number of seats
标准座位数/ 6
※機体サイズの比較として掲載しています。
Comparison scale for aircraft 对比飞机规模

BOMBARDIER
DHC-8-400
全長 Length 全长/ 32.8 m
標準座席数 Standard number of seats
标准座位数/ 74
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※ご自身のデバイスでスクリーンショットを撮ってお楽しみください
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二重枠（2つあります）
に入った 数 字の合 計は
いくつでしょう ？

数独頭脳

02

答 えは
1 1 3ページに
あ り ま す。

まだ数字の入っていないマスに、１から９
までの数字のどれかを１つずつ入れましょう。
０（ゼロ）は使いません。

1

2

vol

タテ列（９列あります）
、ヨコ列（９列あり
ます）、太線で囲まれた３×３のブロック
（９つあります）のどれにも、
１から９までの
数字が１つずつ入るようにします。
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パズル制作 / ニコリ

家族４人が繋がる旅行
昨年4月から家族4人バラバラの生活が始まり
ました。私は沖縄県に単身赴任、長女は三重県、
次女は東京都、家内が兵庫県の自宅。コロナ禍
で帰省を自粛したことで、家族の繋がりの重要
from : 甲斐 浩

性を再認識しました。夏に家内が私の単身宅を
訪問し、沖縄を観光。今後は旅を計画すること
で、家族4人が繋がっていたいです。

早春の西湖
長年の再訪の願いを実現すべく、貯まったマイ
ルで、中国・杭州の西湖を旅しました。杭州は
マルコ・ポーロが「世界で一番美しい街」と讃
えた街。数日かけて西湖十景を歩いて回りまし
た。日本の春は梅、桜と、順々に開花しますが、
西湖では一斉に咲き、花が溢れ、湖面に映える
柳の緑の芽吹きとともに心に残りました。

from : 神園智佳

お便り募集
郵便飛行では、みなさまの旅の思い出をお待ちしております。原稿
は150字程度、スナップ写真を添えてお手紙か電子メールでお寄せ
ください。お名前、ご住所、電話番号の明記もお忘れなく。採用さ
せていただいた方には、ANAオリジナル手荷物タグをお贈りします。
※原稿、写真の返却はできかねます。掲載者の発表につきましては本誌での発表をもって
かえさせていただきます。ご了承ください。

手紙 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-14-1 ANA『翼の王国』編集部
電子メール ml_prj_tsubasayubinhiko@ana.co.jp
（件名に「郵便飛行お便り募集」と明記してください）
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発行＝ ANA『翼の王国』編集部
〒105-7140 東京都港区東新橋1-5-2

今後のより良い誌面づくりのため、

発行人＝大前圭司

アンケートを実施しています。ご

編集長＝小黒一三

回答いただいた方の中から抽選で

制作＝株式会社トド・プレス
アートディレクター＝中村圭介（ナカムラグラフ）

プレゼントを差し上げます。下記

デザイン＝ナカムラグラフ、

URLまたはQRコードよりご回答

tokyo zuan、TSTJ Inc.

のほどよろしくお願いします。
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