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「Tastes of JAPAN by ＡＮＡ -Explore the regions-」 

2018年 12月より中国・四国を特集します 
～地域とともにまだ知らない日本の魅力を、国内外に発信することにより、 

地域活性化・訪日旅客増加に貢献します～ 

 

 

 

 

 

 ANAグループは、「Tastes of JAPAN by ＡＮＡ -Explore the regions-」にて、今年の台風影響などによる被災

地復興の意味合いも込め、中国・四国地方を半年にわたり特集します。 

 

ANA グループでは、2013 年 9 月から 2017 年 11 月までの 4 年 3 カ月、日本全国 47 都道府県が誇る多様な

資源を日本国内、ならびに海外に発信し、誘客を図ることを目的とした地域活性化プログラム「Tastes of JAPAN 

by ＡＮＡ」に取り組んでまいりました。 

2017年 12月からは「Tastes of JAPAN by ＡＮＡ -Explore the regions-」として、これまでの都道府県単位では

なく、「地域」で特集しております。また特集期間をこれまでの 3ヶ月から 6ヶ月とすることで、これまで以上に地域

と向き合い、各地の魅力を発見し、国内外へ発信してまいります。 

ANAグループは機内や空港サービス、WEBサイト、さらにはTastes of JAPAN by ANAと連動した旅行商品の

展開など、お客様と ANA グループのあらゆる接点において、日本の各地域の多様な資源を PR し、地域活性化

に貢献してまいります。 

 

【機内食総選挙】 

ANA シェフたちが中国・四国各 9 県の食材を使用した 9 種類のご当地カレーをプロデュースし、10 月下旬に

「ANA 機内食総選挙」として特設サイト（日・英）および中国 SNS で人気投票を実施しました。お客様から支持を

得た上位メニュー3つを、2019年3月より日本発の国際線プレミアムエコノミー、エコノミークラスにてご提供いた

します。 

※上位メニュー3 つの発表は 11 月 21 日に予定している『Tastes of JAPAN by ANA -Explore the regions- 

CHUGOKU・SHIKOKU 記者発表会』、ならびに同日にANAの SNSアカウントにて発表する予定です。対象路

線等の詳細は、2019年 2月頃に ANAウェブサイトで発表予定です。 
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【特集サイト】 

特集する各エリアの情報や観光の魅力をＷＥＢサイトでご紹介いたします。 

 

日本語サイト https://www.ana.co.jp/ja/jp/japan-travel-planner/tastesofjapan/chugoku_shikoku/ 

英語サイト https://www.ana.co.jp/en/us/japan-travel-planner/tastesofjapan/chugoku_shikoku/ 

 

※11月現在、10言語で対応しております。 

 

【旅行商品】 

  Tastes of JAPAN by ANA と連携した、中国・四国各地の観光・グルメ・体験メニューが付いた WEB限定商品

を発売しております。 

■設定期間 

  2018年 12月 1日（土）～5月 31日（金）出発 

■設定発地 

  東京 

■詳細 URL 

  https://www.ana.co.jp/ja/jp/domtour/chushikoku/package_tastesofjapan/ 

 

  ※山陰・山陽満喫メニューの一例 

 

 

 

 

 

 

※四国満喫メニューの一例 

 

 

 

 

 

 

【空港ラウンジでご提供する日本のお酒 “國酒”】 

羽田･成田･関西の各空港の ANA ラウンジにて、6 ヵ月間で合計 73 銘柄の中国・四国の國酒をご提供いたし

ます。 

※國酒：日本を代表する酒である日本酒、本格焼酎・泡盛等 

提供 

ラウンジ 
羽田空港（国際線） 羽田空港（国内線） 成田空港（国際線） 関西空港（国際線） 

内容 國酒 6 ヵ月間で計 69銘柄 
國酒 6 ヵ月間で 

計 4銘柄 

https://www.ana.co.jp/ja/jp/japan-travel-planner/tastesofjapan/chugoku_shikoku/


【機内や空港ラウンジで提供する特産品を使った食事の一例 】 

国際線の機内食や空港ラウンジにて、中国・四国地方の特産品を使用したお食事やデザートをご提供いたし

ます。 

[国際線ファーストクラス] 

 島根ポークのスペアリブにシチリアングリーンオリーブのコンディメントをのせて 

→欧米路線（日本発）※一部路線を除く／2018年 12月～2019年 2月 

 ソルベペーシュ（岡山） 

→欧米路線（日本発）※一部路線を除く／2018年 12月～2019年 2月 

 山口県甘鯛ポワレとカブのブレゼ トリュフのクリームソース 

→欧米路線（日本発）※一部路線を除く／2018年 12月～2019年 2月 

 阿波尾鶏とマッシュルームのカレー（徳島） 

→欧米路線（日本発）、欧州路線（外地発）※一部路線を除く ／2018年 12月～2019年 2月 

[国際線ビジネスクラス] 

 鳥取県産真鯖みりん干し 

→欧米・メキシコ・ホノルル・シドニー・東アジア・東南アジア路線（日本発） 

※一部路線を除く/ 2018年 12月～2019年 2月 

 広島県大崎上島産車海老と銀鰈のソテー バジル風味のパスタ添え 甲殻類とパプリカのソース 

→東アジア・東南アジア路線（日本発）※一部路線を除く／2019年 1月 

 愛媛県産真鯛とフェンネルのサラダ フォアグラとアプリコットのタルト仕立て 

→東アジア路線（外地発） ※一部路線を除く／2019年 2月 

[羽田空港国際線 ANA SUITE LOUNGE 内 DINING h] 

 香川県産オリーブ牛ステーキ 

→2018 年 12月 

 高知県産金目鯛蕗巻き 

→2019年 1月 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

山口県甘鯛ポワレと 

カブのブレゼトリュフの 

クリームソース 

 

ソルベペーシュ（岡山）  

 

島根ポークのスペアリブに 

シチリアングリーンオリーブの 

コンディメントをのせて 

鳥取県産真鯖みりん干し 

 

阿波尾鶏と 

マッシュルームのカレー 

（徳島） 

広島県大崎上島産車海老と 

銀鰈のソテー 

バジル風味のパスタ添え 

甲殻類とパプリカのソース 

高知県産 

金目鯛蕗巻き 

香川県産  

オリーブ牛ステーキ 

愛媛県産真鯛と 

フェンネルのサラダ                                  

フォアグラとアプリコットの 

タルト仕立て 

 



[国内線プレミアムクラス] 

 羽田空港発の夕食時間帯（17時以降出発便）においては、中国・四国地方の名店に監修いただいたお食事を

提供いたします。 

  2018年 12月～2月 山口県「春帆楼」 

  2019年 3月～5月 愛媛県「栴檀」 

 

【WEBでの通販･空港販売】 

インターネット通販サイト「ANA ショッピング A-style」特設ページにて、各県の名産品・特産品を販売いたしま

す。 

 

【機内番組 『SELECTRAVEL』】 

「SELECT（選択）」と「TRAVEL（旅）」を掛け合わせており、旅のおすすめルートを特集する番組です。外国人

タレントが同じエリア内の 2 パターンの地元ならではの旅をご紹介します。外国人にとっては新発見、日本人に

とっては再発見の完全オリジナルな旅をご紹介します。 

 

※ご覧いただける便・期間は異なります 

※国内線・国際線の機内の他に、YouTubeの ANAグローバルチャンネルでもご覧いただけます 

 

【機内誌 国内線『翼の王国』 国際線『WINGSPAN』での特集】 

各月でテーマを設定し、中国・四国の多様な資源を感じていただける食材や観光地などを特集いたします。 

（例）  翼の王国 11月号  ：島根県・鳥取県 和紙 

WING SPAN11月号：香川県（直島）・広島県（尾道） 街歩き体験 

 

以 上 


