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ANA X 株式会社（代表取締役社長：井上 慎一、本社：東京都中央区）は、1 月と 2 月に実施するオンラインツア

ーの発売を、12 月 17 日（金）14:00 より開始いたします。今回は新規テーマを 3 つご用意いたしました。 

 

■エアバス A380 オンラインツアー ~ “FLYING HONU” で結ばれた「Team ANA」の絆~ 

 

本ツアーは、エアバス A380 の運航に携わる ANA のパイロット・客室乗務員・整備士がチームスピリットを大切にしながら

日々おこなっている業務について、実際の体験談などを座談会形式でご紹介いたします。さらに、エアバス A380 の機体の最

新技術や、普段は見ることができない機体の裏側を ANA グループの社員が事前に撮影した動画を使用しながら解説いたし

ます。 

また、普段はホノルル路線の機内でしかご購入いただけない人気の “FLYING HONU グッズ” を、本ツアーにご参加いただ

いたお客様限定でご購入いただける「機内販売コーナー」もご用意いたしました。ハワイ現地との LIVE 中継やお客様からのご

質問にお答えする Q&A コーナーもご用意しておりますので、ハワイに行った気分になってお楽しみください。 

 

【詳細 URL】 https://www.ana.co.jp/ja/jp/travel/onlinetour/#onlinetour211217_1 

 

■商品概要 

【商品プラン】 

プラン① 視聴のみ 

プラン② 視聴＋ANA ハワイグッズ付き 

※オリジナルフライトタグ、“ビッグアイランドキャンディーズ” のクッキー等 

交流プラン（抽選） プラン①or②申込者限定の追加プラン 

 

【開催日時】 

プラン①② 2022 年 1 月 15 日（土）12:00〜13:20 

交流プラン（抽選） 2022 年 1 月 15 日（土）13:30〜 

 

ANA トラベラーズ オンラインツアー 

～エアバス A380，愛媛県宇和島，福岡県京築地域を紹介する 

新規テーマを３つご用意いたしました～ 
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【申込期限】  

プラン①② 2021 年 12 月 17 日（金）14:00〜2022 年 1 月 14 日（金）23:59 

交流プラン（抽選） 2021 年 12 月 17 日（金）14:00〜12 月 25 日（土）23:59 

 

【価格】  

プラン① 1,980 円（税込）または 1,980 マイル 

プラン② 4,980 円（税込）または 4,980 マイル 

交流プラン（抽選） 3,800 円（税込）または 3,800 マイル※プラン①/②の価格に追加でかかる料金となります 

         

【定員】  

プラン①② 各 100 名  ※最少催行人員 10 名  

交流プラン 6 名限定  ※抽選となります 

 

【参加条件】 通信環境が安定している場所よりご参加お願いいたします。また当日は、Zoom を利用いたしますので、 

Zoom アプリをお持ちでない方は、事前にダウンロードをお願いいたします。 

 

【注意事項】 

・オンラインツアー中にご紹介するグッズの購入方法についてはオンラインツアー終了後にメールでご案内いたします。 

・「交流プラン（抽選）」はオンラインツアーをお申込みいただきましたお客様限定プランとなります。 

オンラインツアーにお申し込みいただいたお客様に詳細をメールでご案内いたします。 

・「交流プラン（抽選）」のお申込みは 2021 年 12 月 25 日（土）迄となります。オンラインツアーのお申込みを当該期日 

までにお済ませください。尚、ご当選された方にのみ、年明けにメールにて結果をご案内いたします。 

 

■愛媛の冬の味覚を ANA の客室乗務員と楽しむ！ 瀬戸内絶景でいただく「真鯛しゃぶしゃぶ」オンラインツアー 

 

本ツアーは、ANA トラベラーズ オンラインツアー初となるライブコマースを融合した企画となります。 

舞台となるのは真鯛の養殖生産量日本一を誇る愛媛県宇和島です。ブランド真鯛として有名な「鯛一郎（たいちろう）ク

ン」の養殖場から生配信し、名物社長の徳弘夫妻より養殖場見学をご案内いたします。また、ANA の客室乗務員が真鯛養

殖場へ出向き、生簀に泳ぐ真鯛釣りを体験する様子もご紹介いたします。さらに、漁師飯として地元で愛される「真鯛しゃぶし

ゃぶ」をお客様と一緒に楽しみながら、地元の食べ方や生産者のこだわりや宇和島の魅力などもお伝えします。 
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本ツアーはライブコマースシステム（注 1）を使って配信いたします。ツアーをお楽しみいただきながら、ご紹介したブランド真

鯛の購入はもちろん、宇和島の海洋保護をご応援いただくことも可能です。瀬戸内絶景を堪能しながら「真鯛しゃぶしゃぶ」を

満喫してみてはいかがでしょうか。 

 

【詳細 URL】https://www.ana.co.jp/ja/jp/travel/onlinetour/#onlinetour211217_2 

 

注 1：オンラインでのライブ視聴と商品のご購入が同時にできるシステムです。 

 

■商品概要 

【商品プラン】 

オンラインツアー 

（事前申込用） 

視聴のみ 

視聴＋冷凍「鯛一郎クン」セット付（3〜4 人前） 

ライブコマース 

（当日販売用） 

宇和島応援セット 

冷凍「鯛一郎クン」セット（7〜8 人前） 

冷蔵 鯛しゃぶセット（7〜8 人前） 

 

【開催日時】2022 年 1 月 22 日（土）11:00〜12:00 

 

【申込期限】 2021 年 12 月 17 日（金）14:00〜2022 年 1 月 18 日（火）23:59 

 

【価格】      

オンラインツアー 

（事前申込用） 

視聴のみ 500 円（税込）または 500 マイル 

視聴＋冷凍「鯛一郎クン」セット付 

（3〜4 人前） 

6,800 円（税込）または 6,800 マイル 

ライブコマース 

（当日販売用） 

宇和島応援セット 4,000 円（税込）または 4,000 マイル 

冷凍「鯛一郎クン」セット（7〜8 人前） 9,500 円（税込）または 9,500 マイル 

冷蔵 鯛しゃぶセット（7〜8 人前） 11,000（税込）または 11,000 マイル 

     

【定員】 

オンラインツアー 冷凍「鯛一郎クン」セット付 100 名 

ライブコマース 制限なし 
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【参加条件】 当日は、ライブコマースシステムを使って配信いたします。アプリケーションの事前ダウンロードは不要ですが、 

必ず通信環境が安定している場所よりご参加お願いいたします。 

 

【注意事項】 

・ライブコマースシステムの仕様により、スマートフォンでのご視聴を推奨しております。 

・オンラインツアー用の「鯛一郎クン」セットは実施日までにご指定の場所にお届けいたします。 

・ライブコマース用の「鯛一郎クン」セット、「冷蔵 鯛しゃぶ」セットの発送はご注文から 1 週間程度かかります。 

・「鯛一郎クン」セットや「冷蔵 鯛しゃぶ」セットはすべて株式会社タイチより配送いたします。 

・チャット機能を使って質問やコメントは可能になりますが、時間の都合上、すべての質問にお答えできない場合があります。 

 

■「京築（けいちく）めぐり 2022 春」オンラインツアー 

    

本ツアーでは、ANA ウイングスの客室乗務員が福岡県の京築エリアの特産品や観光スポットをご案内いたします。 

 今回は「食べる京築！けいちくごはん」と「キラキラ京築女子 〜ワタシらしく、京築らしく」とテーマを 2 つ設定し、2 日間に分け

て京築の魅力を発信いたします。京築地域唯一の造り酒屋や京築を盛り上げる女性企業家たちを客室乗務員の目線でご

紹介いたします。 

 京築を訪れる前にオンラインツアーで京築地域について学んでみてはいかがでしょうか。 

 

【詳細 URL】  https://www.ana.co.jp/ja/jp/travel/onlinetour/#onlinetour211217_3 

 

■商品概要 

【商品プラン】 

プラン① 福岡の秘密・京築エリア 〜客室乗務員と共に京築を学び、五感で感じる旅 

〜食べる京築！けいちくごはん 視聴（京築おたのしみ BOX 別途購入）プラン 

プラン② 福岡の秘密・京築エリア 〜客室乗務員と共に京築を学び、五感で感じる旅  

〜キラキラ京築女子 〜ワタシらしく、京築らしく〜 【京築エリアのおみやげ付】視聴プラン 

 

【開催日時】 

プラン① 2022 年 2 月 6 日（日）15：00〜16：30 

プラン② 2022 年 2 月 20 日（日）15：00〜16：30 

 

【申込期限】 
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プラン① 2021 年 12 月 17 日（金）14：00 〜 2022 年 1 月 23 日（日）23：59 

プラン② 2021 年 12 月 17 日（金）14：00 〜 2022 年 2 月 6 日（日）23：59  

 

【価格】 

プラン① 300 円（税込）または 300 マイル 

※別途当ツアー用『ANA トラベラーズ オンラインツアー参加者限定 京築おたのしみ BOX』（税込

2,700 円）のご購入が必要です。 

プラン② 3,000 円（税込）または 3,000 マイル 

 

【事前送付物の内容】 

プラン① 京築おたのしみ BOX 内容：林龍平酒造場 吟醸酒 九州菊 300ml 1 本、上撰 九州菊（とっく

り）180ml 1 本、トリオレ ジンジャーシロップ 50cc、ポパイ食堂 おでんのみそだれ 120g、送料 

※ツアーご予約後にお知らせする林龍平酒造場の販売サイトよりご購入ください。 

プラン② にじいろ甘酒（季節限定品）320g 1 本、京築スイーツ（上毛町産のレモンを使った 

レモンケーキ、焼き菓子）詰め合わせ 

※上記は浦野醤油醸造元より事前送付予定です。  

 

【定員】 

プラン①② 各日 50 名様 ※①は 20 歳未満の方はお申込みいただけません。 

 

【参加条件】 通信環境が安定している場所よりご参加お願いいたします。 当日は、Zoom を利用いたしますので、 

Zoom アプリをお持ちでない方は、事前にダウンロードをお願いします。     

 

【注意事項】    ご質問は、Zoom Q&A 機能でいただく形となります。 

                    ツアー構成上、質問は一部しかご回答できない場合もございますので、予めご了承ください。 

 

報道機関等からのお問い合わせ先：ANA X 株式会社 

 総務人事部 総務・広報チーム：050-3815-5051 

 


