A N Aグループの 仕 事 はとても幅 広 い 。
航 空に関 連 するというより「 旅 」に関わる仕 事だから。
「 す べてはお 客 様 の 旅 体 験をよりよくするために」
業 種を超え、組 織を超え、協 働しています 。
飛 行 機だけじゃない 。私たちは T E A M A N A 。

旅を

空港で

計画する
よりよい旅体験のためには

「きっかけ」
も印象的でありたいものです。
飛行機に乗りたくなって、楽しく調べられて、予約も楽々。
そんな体験を支えている会社があります。

旅を

機内で

旅先で 終えて

旅が終わり、思い出を振り返ったとき、

「ANAにしてよかった」
と思ってもらうこと、
旅を終えてもつながりを感じてもらうことを、

すべてのANAグループ会社が目指しています。

単なる移動時間と感じさせない
おもてなしや食事、豊富なメディアコンテンツ。
それら一つひとつ、手がけている会社は異なります。
空港では不思議と心が浮き立ちます。

共通するのは、満足いく空の旅とは何かを

快いサービスは、旅への期待感を高めてくれるはず。

常に考え抜いていることです。

初めて降り立つ空港や海外ではなおさら、
不安に感じることが多いかもしれません。

その期待を裏切らないよう、空港では日々

見慣れた制服やロゴ、
スタッフの笑顔を見て、

安全と安心を追求した業務が行われています。

ほっとしてもらえたら、
それは私たちの願うところです。

ANAグループ会社一覧
【航空機運航】

【空港業務】

【航空機整備】

【セールス&マーケティング】

【商社・商業】

【IT・システム】

航空運送事業の柱となる航空機の運航を担当。5社で

日本国内の主要空港にて、総合的なサービスを提供。

ANAの整備センターを中心に航空機整備会社5社が連

ANA国際線・国内線の航空座席の販売や魅力ある旅行

航空関連事業をはじめとして、食品事業、半導体ビジネス、

エアラインビジネスに直結した企画・提案、稼働後のシス

ANAブランドの国内線・国際線・貨物路線のネットワーク

旅客サービスや運航支援、グランドハンドリングなどを

携し、
「e.TEAM ANA」
として空の安全を担っています。

商品の企画・販売、また、お客様を軸としたマーケティン

広告販売に至るまで、多くのグループ企業が多彩なビジ

テム運用まで、幅広く品質の高いトータルサービスを提

を形成しています。

行っています。

グや顧客関連事業を実践しています。

ネスを創造・展開しています。

供しています。

①全日本空輸株式会社

⑥ANA新千歳空港株式会社

⑰ANAベースメンテナンステクニクス株式会社

㉔ANAセールス株式会社

㉚全日空商事株式会社

㊲ANAシステムズ株式会社

②株式会社エアージャパン

⑦株式会社ANAエアサービス福島

⑱ANAラインメンテナンステクニクス株式会社

㉕ANA X株式会社

㉛ANAフーズ株式会社

㊳株式会社インフィニトラベル インフォメーション

③ANAウイングス株式会社

⑧ANA成田エアポートサービス株式会社

⑲ANAコンポーネントテクニクス株式会社

http://www.ana.co.jp/group/company/ana/

http://www.air-japan.co.jp

http://www.anawings.co.jp

http://www.ctsap.ana-g.com

https://www.ana.co.jp/group/company/air-service.html

http://www.nrtas.ana-g.com

http://www.btc.ana-g.com

http://www.ltc.ana-g.com

http://www.anas.co.jp

https://www.ana-x.co.jp/

http://www.anatc.com

http://www.ana-foods.co.jp

https://www.vanilla-air.com/jp/

⑤Peach Aviation 株式会社
http://www.ﬂypeach.com/sp/jp

⑨ANAエアポートサービス株式会社
http://www.anaas.ana-g.com

⑩ANA中部空港株式会社
http://www.ngoap.ana-g.com

⑳ANAエンジンテクニクス株式会社
http://www.etc.ana-g.com

㉑ANAエアロサプライシステム株式会社
http://www.aass.co.jp

http://www.sadaharuaoki.jp

機内食の企画開発・調理・搭載、またドリンク類や免税品
など、機内サービス用品の管理・搭載を担っています。

㉖株式会社ANAケータリングサービス
http://www.anac.co.jp

⑪ANA大阪空港株式会社

http://www.kixap.ana-g.com

裏面で、
それぞれの
会社と旅のつながりを
紹介しています。
番号で確認してみましょう！

⑬株式会社ANAエアサービス松山

https://www.ana.co.jp/group/company/air-service.html

http://www.fukap.ana-g.com

【車両整備】

https://www.ana.co.jp/group/company/air-service.html

貨物専用機（フレイター）
と旅客機による国際線・国内線

機関連特殊車両の保守整備を担っています。

ネットワークを活用して、グローバルな貨物物流サービス

㉒全日空モーターサービス株式会社
http://www.anams.co.jp

を展開しています。

http://www.okaap.ana-g.com

http://www.anadf.com

㉓千歳空港モーターサービス株式会社
https://www.ana.co.jp/group/company/motor-service.html

【コンタクトセンター】

【人材・ビジネスサポート】
ANAグループのノウハウ・経験を活かして顧客のニーズに
応えるとともに、
ダイバーシティを推進しています。

㊴ANAビジネスソリューション株式会社
https://www.abc.jp

㊵ANAウィングフェローズ・ヴイ王子株式会社
http://www.anawf.co.jp

※障がいを持っている社員が運営している会社です

【不動産・保険・ビルメンテナンス】

㉗株式会社ANA Cargo

国内線・国際線の予約、案内をはじめ、ANAマイレージク

ANAグループが保有する不動産の資産価値最大化に向

ラブに関する情報などをお客様にタイムリーに提供して

けたマネジメントや建物・施設の総合保守管理を担って

います。

います。

㉘株式会社OCS

㊱ANAテレマート株式会社

㊶ANAファシリティーズ株式会社

㉙インターナショナル・カーゴ・サービス株式会社
http://www.icslgs.co.jp

⑯ANA沖縄空港株式会社

㉞全日空商事デューティーフリー株式会社

【貨物・物流】

航空機牽引車や搭乗時に使用するステップ車など、航空

https://www.ocs.co.jp

⑮株式会社ANAエアサービス佐賀

https://www.anafesta.com

http://www.fujisey.co.jp

http://www.anacargo.jp/

⑭ANA福岡空港株式会社

㉝ANA FESTA株式会社

㉟株式会社藤二誠

http://www.ana-osaap.co.jp

⑫ANA関西空港株式会社

http://www.inﬁni-trvl.co.jp

㉜株式会社エー・スイーツ・ハウス

http://www.ctc.ana-g.com

【フライトケータリング（機内食事業）】
④バニラ・エア株式会社

http://www.anasystems.co.jp

http://www.ana-telemart.co.jp

http://www.anaf.co.jp

㊷ANAスカイビルサービス株式会社
http://www.sbs.ana-g.com

ANAファシリティーズ（株）

ANAシステムズ（株）

ANAグループが保有する不動産の資産価
値最大化に向けたマネジメントや、ANAマ
イレージクラブ会員様向けの不動産や保険

（株）
インフィニ トラベル インフォメーション

インターネットやスマートフォンアプリ等での予約・
発券システムや、運航、貨物、整備システムなどを開
発・運用し、ITインフラを支えています。

の斡旋を行っています。

ANAフーズ（株）

世界中の航空会社と旅行会社をつなぎ、航空機の座席予約のシス
テムを開発運用しています。

鮮魚や青果物等の輸出入やナッツ・ドライフルーツを中
心とした食品原料の輸入・販売を行っています。輸入バ
ナナの国内シェアは10%を占めます。

（株）
エー・スイーツ・ハウス
ANAフーズ
（株）
のもとで、パリに本店を構える
「パティスリー・サダハル・アオキ・パリ」
の日本国内
での店舗運営や輸入販売など、総合的なプロデュースを行っています。

ANAスカイビルサービス
（株）
空港での乗り継ぎ案内や、ANAグループが保有する建物・施設
における、受付・清掃管理・警備から、建物の保守業務まで幅広い
業務を行っています。

ANAセールス
（株）
ANA航空券
（座席）
の販売を行う＜航空セールス事
業＞、ANAスカイホリデー・ハローツアー・旅作など
の旅行商品の企画・販売を行う＜旅行事業＞、2つの

ANAウィングフェローズ・ヴイ王子（株）

事業を展開しています。ANAの販売窓口として全国
に拠 点を置き、営 業 活 動・旅 行 商 品 の 展 開による
ANAファンの創造を通じ、ANAグループの旅客営
業収入を担う会社です。

障がいを持つ方の雇用をはじめ、働き方の多様性を促進す
る役割を果たしています。ANAマイレージクラブのご案内や
ご入会手続き、登録に関わるスターアライアンス加盟航空会
社各社との調整をはじめ、
ユニフォーム管理、
パンの製造販売
なども行っています。

（株）ANA Cargo

ANAテレマート
（株）

ANAグループの貨物郵便事業の戦略立案・商品開発から、営業・オペレーション
まで携わっています。食料品・電子部品・動物など、私たちの生活を支えるモノの
輸送管理をしています。

グローバルコンタクトセンターとして、
24時間お問合せ対応を行っています。

ANAテレマート
（株）
ANAの総合コンタクトセンターとして、予約受付
や各種案内、問い合わせ等の対応をしています。
マイルを使っての予約受付はもちろん、
マイレー

（株）OCS
世界78カ国、160以上の拠点を
つなぎ、集荷から配達まで
「Door
to Door」
の一貫エクスプレス輸
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物から大型荷物まで、さまざまな
産業の荷物を世界中に迅速にお
届けしています。

ジカード入会のご相談など、様々なご相談を承っ
ています。
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ANA X（株）
マイレージクラブに関わるサービス
企画・運営&提携パートナーとの新
規事業開発を行っています。
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ANAスカイビルサービス
（株）
お預かりした荷物を検査するとともに、運搬する
機械のメンテナンスを行っています。

ANA FESTA（株）

鑑
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ンスを行います。

ANAが就航する全国34の空港でギフトショップや
飲食店を運営しています。
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機内のエンタメ、機内誌の製作や、機内搭載のワインや
食器のセレクションを行っています。

に到 着！
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管・管理業務を行っています。

自動チェックイン機など、空港端末の
ソフトウェアの企画・管理やメンテナ

空港

（株）ANAケータリングサービス
機内食の製造・調製業務や、航空機への機内サービ
ス用品の搭載・取降し業務、機内サービス用品の保
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（株）藤二誠
お土産物やファンシーグッズの企画製造を
行っています。

全日空商事デューティーフリー（株）
国際線を利用されるお客様向けに免税店の運営をし
ています。

全日空商事（株）
ANAグループの多角化事業を担う
エアライン系総合商社。航空関連事

❻ANA新千歳空港（株）
❼（株）ANAエアサービス福島
❽ANA成田エアポートサービス
（株）
❾ANAエアポートサービス
（株）

業に留まらず、多種多様な商材・サー
ビスを取り扱い、幅広くビジネスを展
開しています。

❿ANA中部空港（株）
⓫ANA大阪空港（株）
⓬ANA関西空港（株）
⓭（株）ANAエアサービス松山
⓮ANA福岡空港（株）

ANAスカイビルサービス
（株）
ラウンジの受付・お客様の対応を行っています。

⓯（株）ANAエアサービス佐賀
⓰ANA沖縄空港（株）
日本国内の主要空港にて、総合的なサービスを提供。
旅客サービスや運航支援、グランドハンドリングなどを
行っています。

❸ANAウイングス
（株）
❹バニラ・エア
（株）

千歳空港モーターサービス
（株）

インターナショナル・カーゴ・サービス（株）

航空機牽引車やパッセンジャーステップ車、除雪車
など航空機の周りで活躍する地上支援器材の整備
を行っています。

輸出入に関わる各種手続きをはじめ、
商品管理・倉庫保管・流通加工・
受発注管理・配送手配まで一貫した物流サービスを提供しています。

❺Peach Aviation（株）
航空輸送事業の柱となる航空機の運航を
担当しています。ANAブランドとして確立
されたフルサービスキャリアと効率的か

ANAウィングフェローズ・ヴイ王子（株）

全日空商事（株）

ANAスカイビルサービス
（株）

新造機（新しい機体）の輸送を
行っています。

ユニフォームのクリーニング取次や管理を行っています。
整備関連各社においては、
整備記録の電子データ化や、
整備工
場で使用するウェスなどの回収・補充、整備書類の仕分け・分

格納庫の管理を行っています。

つシンプルなサービスで運営するLCCの
双方の強みを生かし、国内線・国際線の
ネットワークを形成しています。

類をしています。

⓴ANAエンジンテクニクス
（株）

⓱ANAベースメンテナンステクニクス
（株）

航空機ジェットエンジンの修理と整備、
分解・検査を担当しています。

格納庫で航空機の点検と整備・修理を行う会社です。
重整備等も担当します。

ANAエアロサプライシステム
（株）
20万品目に及ぶ航空機部品や整備工具の管理および現場への
供給を行っています。

❶全日本空輸（株）
❷（株）
エアージャパン

全日空モーターサービス
（株）

⓲ANAラインメンテナンステクニクス
（株）
ランプ
（駐機場）
で到着した航空機を迎え、次の出発に備えて点
検と整備を行っています。

JOIN OUR TEAM!

⓳ANAコンポーネントテクニクス
（株）
フライト計器、
電装装備品、無線など

航空部品の整備点検を担当しています。

ANAグループのリクルーティングは、人財募集というよりも仲間との出会いを大切にしています。
「あんしん、あったか、あかるく元気！」から始まる「ANAʼs Way」のもと、
幅広い業種が協力して働く様子は、巨大なグループだけれど、まさに一つのチーム。
ぜひ右記のANAグループのWebサイトを見にきてください。

ANAビジネスソリューション
（株）
ANAおよびANAグループ各社の業務受託、
コンサルティングから人材

活用、教育研修に至るまで、さまざまなフィールドへ事業を展開してい
ます。

ANAグループ 採用情報
ANA 採用

検索

https://www.ana.co.jp/group/recruit/

（2017年8月時点での情報を掲載しています）

