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※キャンペーンのご応募はキャンペーン専用ページ（web）でのみ承ります。空港や機内、郵送等での応募はできません。※当選の権利は応募者ご本人となります。当選権利の譲渡はできません。
※応募の際に提供いただいた個人情報は、当キャンペーンの賞品交換のためのみ使用させていただき、一定期間保存した後は適切に処分いたします。
※未成年者の方は、アルコール賞品（⑥⑩⑬⑮⑳35）はお選びいただけません。

航空乗継利用促進協議会詳しくは
●応募結果／当選者への発送をもって発表にかえてさせていただきます。（3月下旬以降発送予定）

⑥女満別空港
オホーツク５品てんこ盛り
５つのまちの厳選５品詰合せ。詳しく
はWEBで「女満別空港ビル」と検索！

⑦中標津空港
酪農王国からの贈り物
乳質全国トップクラスの新鮮な生乳
を使った乳製品等の詰め合わせで
す。

⑧函館空港
「がごめ昆布」セット
ねばりと旨みが特徴である函館の
特産品「がごめ昆布」が堪能できる
バラエティーセットです。

⑨青森空港
青森米「青天の霹靂」
青森の森、水、土、人の力が生み出し
たお米。上品な甘みが残る味わいで
す。(5kg×2袋)

③たんちょう釧路空港
霧の味ギフト
おいしい魚卵や海産品などが詰まっ
たセットです。釧路の味覚をお楽し
みください。

⑩秋田空港
秋田の純米酒セット
爽やかな吟醸香の純米大吟醸と、秋
田流生もとで育成した純米酒のセッ
ト。（720㎖×2本）

④とかち帯広空港
十勝川

「三方六」の入った柳月自慢のギフト
です。商品の内容は写真と異なる場
合があります。

⑪大館能代空港
本場大館きりたんぽ玉手箱

「本場の味をいつでも・どこでも・１０
分で！」１０分で本場の味が楽しめま
す。２箱（１箱あたり２人前）×５セット

⑤オホーツク紋別空港
絶品「海の幸」燻製セット
燻製セット（タコ×1、サバ×1、ます×
1、サーモンジャーキー×1、ホタテ×
２）

⑫おいしい庄内空港
庄内米「つや姫」＆「雪若丸」
炊いてほれぼれ、冷めても美味しい

「つや姫」。粒立ちしっかり、おいしい新
食感「雪若丸」。（各5kg×1袋のセット）

⑬福島空港
ふくしまの酒
全国新酒鑑評会で金賞受賞数７年
連続日本一「ふくしまの酒」。空港売
店でも販売中！（720㎖×1本）

⑭新潟空港
SUWADA爪切り「ブラック」
世界的職人技「SUWADA」の一番
人気のモデル。鋭い切れ味が持続し
ます。

①稚内空港
稚内ブランド詰め合わせ
稚内の豊かな自然から生まれた農
畜産物や水産物を活かして生産さ
れた産品です。

②旭川空港
旭川ラーメンづくし
様々な店舗の旭川ラーメンを取り
揃えました。旭川ならではの味をお
楽しみください。

⑮八丈島空港
八丈島特産品詰め合わせ
八丈島ならではの特産品を、幅広く
6種類取り揃えました。

⑯富山きときと空港
富山米新品種『富富富』
富山の水、富山の大地、富山の人が
育てた富山づくしのお米です。

（５㎏×２袋）

⑰小松空港
「のど黒」詰め合わせ
上品な甘味とトロにも匹敵する濃厚
な脂の乗りは、日本海を代表する高
級魚。（3枚）

⑱のと里山空港
ジェラート詰め合わせセット
受賞ジェラート３種類と、おすすめ
ジェラート５種類のセットです。

（８種類・１１個入）

⑲富士山静岡空港
クラウンメロン
静岡が誇る最高級マスクメロンの
上品な甘みと香りをお楽しみくださ
い。

⑳大阪国際空港
大阪・兵庫の特産品詰め合わせ
空港周辺5市（池田・伊丹・川西・宝
塚・豊中）から、お菓子3品、カレー1
品、清酒2品の厳選セット。

㉑岡山桃太郎空港
おかやまお土産セット
桃太郎モチーフのマスキングテー
プや人気のお菓子などをたっぷり詰
め合わせました。

㉒鳥取砂丘コナン空港
鳥取砂丘セット
砂コーヒーやラッキョウ漬けなど“鳥
取砂丘”に関連した商品を詰め合わ
せた特別なセットです。

㉓米子鬼太郎空港
浜茹で紅ずわいがに
境港産紅ずわいがに。甘くてみずみ
ずしい食感と濃厚なカニみそをご
堪能ください。（中サイズ×２～３杯）

㉔萩・石見空港
「空港はちみつ」セット
第3回ハニー・オブ・ザ・イヤーで最
優秀賞を受賞した「空港はちみつ」
セット。

㉕山口宇部空港
ふくざんまい
とらふぐ刺身と天然まふぐちりのお
いしい料理セットです。（２人前）

㉖岩国錦帯橋空港
岩国銘菓詰め合わせ
岩国ブランドの岩国れんこんを使用
した饅頭や、岩国鉄砲隊をイメージ
した焼菓子などの詰め合わせです。

㉗徳島阿波おどり空港
はもしゃぶセット
獲れたての鱧を瞬間冷凍すること
により、活き鱧の美味を存分に味わ
えます。（２人前、約２２０ｇ・スープ付）

㉘高松空港
オリーブ牛（すき焼き用）
日本一のオリーブ産地香川県なら
ではの、今までにないプレミアム黒
毛和牛。（肩ロース400g）

㉙松山空港
春のみかん「カラマンダリン」
甘くて濃厚！「まつやま農林水産物ブ
ランド」の春みかんです。

37阿蘇くまもと空港
熊本県産馬刺し詰め合わせ
日本有数の馬刺しの産地熊本から、
美味しくてヘルシーな優れものをお
届けします。

㉚高知龍馬空港
高知家のうまいもん詰め合わせ
南国高知のうまいもんが、ぎっしり
詰まったオリジナルセット。

（高知県産品9品）

㉛北九州空港
北九州調味料10本セット
地元野菜を使ったドレッシングと、大
正２年から愛されている九州醤油の
入った特別セットです。

32九州佐賀国際空港
佐賀牛ハンバーグギフト
塩・胡椒のみで味付けした「佐賀牛」
100%のハンバーグ。佐賀牛の甘み
と食感をぜひ。（生冷凍140g×6個）

33長崎空港
養々麺セット
3分でこの美味しさ。しかも厳選素
材で仕上げた身体にやさしい麺で
す。（8食入）

34対馬やまねこ空港
対馬の絶品島ジビエ・シャルキュトリー
豊かな山が育んだ島ジビエをフラ
ンス流加工した、シャルキュトリー５
種詰め合わせです。

35壱岐空港
壱岐麦焼酎＆海の特産品セット
麦焼酎発祥の地「壱岐」の自然が育
んだ麦焼酎と海の特産品セット。

36五島つばき空港
五島産養殖マグロ
五島の海で養殖されたマグロの中
トロです。（冷凍・約600ｇ）

38天草空港
あまくさ晩柑とお菓子詰め合わせ
スッキリした甘さと、たっぷりの果汁
が特徴の爽やかな柑橘と、天草のお
菓子のセットです。

39大分空港
おおいた豊後牛ももスライス
大分ブランド牛の『豊後黒毛和牛』
です。肉本来の旨味が口いっぱいに
広がります。

40宮崎ブーゲンビリア空港
宮崎空港オリジナルレトルトカレー
宮崎県のソウルフード人気No.1！ガ
ンジスカレーのレトルト商品。ガンジ
ス･宮崎和牛･黒豚(200ｇ×各2個)

41鹿児島空港
鹿児島黒牛・黒豚しゃぶしゃぶセット
鹿児島県産の黒牛・黒豚肩ロース各
200ｇを詰め合わせた,贅沢なしゃぶ
しゃぶセット。

乗継で当たる！！
抽選で合計

207
名様に！

●応募方法／URLまたは右記QRコードからお申込みいただけます。https://www.ana.co.jp/ja/jp/book-plan/campaign/noritsugi-cpn2020/
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●キャンペーン対象者／期間中、ANA国内線を同日で2区間以上乗継便でご利用された方！
●応募受付期間／2020年1月4日（土）～2月29日（土） ※搭乗前でも搭乗後でも参加登録が可能。
　（乗継割引運賃適用外でも可／往復となる同一区間を除く／国内線⇔国際線乗継は除く）※詳細はWEBキャンペーンページでご確認ください。

2971/ ➡
2020

2/
キャンペーン期間（対象搭乗期間）

航空券賞 全国名産品賞

※当選者は、景品表示法により乗継往復割引運賃が10万円を超えない範囲で、希望する区間をお選びいただけます。
　（ご利用期間は2020年9月末ご搭乗分まで／一部適用除外期間あり）
※当選した航空券の利用は、各社の定めた条件によるものとします。詳しくは、ANA特設サイトにてご確認ください。
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航空会社・航空乗継利用促進協議会共同
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