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特集

2年連続でSKYTRAX社の「5スター」に認定

ANAグループは2014年3月末から羽田を中心に国際線ネット
ワークを拡大しており、現行の中期経営戦略では国際線事業の拡
大を今後の成長ドライバーにしていく方針です。2020年の東京
オリンピック・パラリンピック開催も決まり、ますます増加するこ
とが予想される訪日外国人需要を獲得するには、顧客特性に応じ
てネットワーク展開や商品・サービスの提供を行うマルチブラン
ド戦略を推進していくことが重要と考えます。その中で、航空事
業の競争力強化と収益性向上、中期経営戦略で掲げた成長戦略
の実現に向けては、LCC事業の拡大に取り組むことに加えて、こ
れまで築き上げてきたフルサービスキャリアとしての「ANAブラ
ンド」の価値を継続して向上させていくことが不可欠です。

2013年、ANAは日本のエアラインとして初めて英国の

SKYTRAX社から「エアライン・スター・ランキング」で現在世
界最高位の「5スター」に認定されました。これはフロントライ
ンスタッフを中心としたサービス向上への努力や、シートや機
内食などのプロダクトに対して高い評価をいただけた結果であ
ると受け止めています。その後もグローバルレベルで顧客ニー
ズを踏まえた改善に取り組み、2014年も2年連続で「5スター」
を受賞し、7月には「ワールド・エアライン・アワード」において
「World’s Best Airport Services」 と「Best Transpacific 

Airline」の2部門を受賞することができました。
本特集では、この「5スター」認定の原動力となったANAブラ

ンド強化による成長戦略について「ホスピタリティ」「プロダクト・
サービス」「マーケティング」の観点から解説します。

SKYTRAX社について
1989年に創立されたSKYTRAX社は、ロンドンに拠点を置く航空業界の格付会社です。
「1スター」から「7スター」までの星の数で航空会社を評価する「エアライン・スター・ランキ
ング」のほか、独自のWebアンケートなど各種の顧客調査に基づき、200社を超える航空会社
を対象に評価・表彰を行う「ワールド・エアライン・アワード」も実施しています。
「エアライン・スター・ランキング」では、空港から機内サービスに至る800超のカテゴリーに
ついて調査が行われ、世界中ではANAを含めた7社の航空会社だけが現在最高位となる「5ス
ター」に認定されています（2014年7月現在）。

ANAブランド強化による成長戦略
～グローバルマーケットで評価される航空会社を目指して～

フルサービスキャリアの成長ビジネスモデル

ホスピタリティ プロダクト・ 
サービス マーケティング

• ANAブランド 
価値の向上

• 持続的な成長

World’s Best 
Airport Services

Best Transpacific 
Airline
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OUR BUSINESS 

“OMOTENASHI”の精神を大切にサービス品質
を向上させ、お客様のANAに対する期待に 

応えていくことこそが、フルサービスキャリア 

として継続して成長するための必要条件です。

37アニュアルレポート 2014

Key Factor  1 

お客様ニーズへのきめ細かな対応に向けて

フルサービスキャリアとしての品質向上を目指すために、
サービススキルコンテストを客室乗務員部門、空港係員部門そ
れぞれで実施し、目指すべきロールモデルを生み出してフロン
トラインで共有する仕組みを整えました。このような取り組み
が顧客満足に結び付くことはもちろん、部門を越えて社員同士
が切磋琢磨し、シームレスなサービスを展開する上でも大いに
活かされています。

また、お客様ニーズへのきめ細かな対応に向けてPDCAを意
識した現場からの改善提案も定着しており、お客様や社員から
のさまざまな情報をスピーディーに共有して課題の改善を図っ
ています。ANAでは、こうした「小さなことの積み重ね」を大切
にし、日々の業務を通じてサービス品質の向上を実現するよう
にしています。

ANAブランドの競争力向上を実現する「人財」育成

ANAブランドを体現する上で重要な「人的価値向上によるサー
ビス強化」を図るべく、2014年度（入社ベース）から、客室乗務員
の長期社員採用を再開しました。若手社員の成長機会を拡げ、意
欲・能力のある社員が活躍できる場を提供することにより、一段
と厳しくなる競争環境の中で、模倣困難なサービスを一緒に考え
て働くことができる「人財」を育成し活躍を推進していきます。

サービス品質を向上させるためには、一人ひとりの社員が経
験を積み重ねながらキャリアアップを図り、組織全体の成長に
つながる基盤を整える必要があります。女性社員が多いフロン
トラインでは、こうした貴重な「人財」が長く働き続けることがで
きる環境を整えることも、マネジメントとしての重要な責務だと
認識し、積極的に支援しています。

全日本空輸（株）常務取締役執行役員

河本 宏子

グローバルカスタマー対応力の強化に向けた「グローバル推進部」を新設
ANAグループには約7,300名の客室乗務員が在籍していますが、当部は主に海外

に拠点を置く客室乗務員の育成や新たな拠点への展開など、客室乗務員部門のグロー
バル対応強化を推進する役割を担っています。外国人客室乗務員は、中国・韓国・台
湾などをはじめ、ヨーロッパ15カ国からなる欧州ベースの客室乗務員も含めると約
400名に及びます。中には乗務時間の実績が10,000時間を超える乗務員もおり、
“OMOTENASHI”の心を理解したその対応は、日本人のお客様からも高い評価をい
ただいています。

全日本空輸（株） 客室センター グローバル推進部 海外乗務課リーダー
村松 絵里子

グローバル推進部メンバー。前列左から2人目が村松。

hoSpItalIty ホスピタリティ
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SKYTRAX社「5スター」認定の原動力と見えてきた課題

SKYTRAX社による「5スター」認定は、私たちの取り組みに
対する一つの評価であり、ANAのサービスがグローバルレベ
ルで支持されたという意味で大きな自信になりました。多様な
「お客様のニーズ」に沿って徹底的に考え抜いたサービスを展
開していること、その帰結として、お客様のご要望に応じた「高
いレベルの対応力」を発揮できていることが評価されたものと
認識しています。
その原動力の一つが、「ダイバーシティ」です。国籍・年齢・
雇用体系など、客室乗務員や空港係員のバックグラウンドが多
様化していることから、現場ではさまざまな視点からアイデア
や提案が生まれており、これらの考え方を尊重しながらサービ
スを実践してきました。また、マネジメント層がスタッフの経験・
判断・行動を受け入れることによって生まれる「失敗を恐れずに
組織全体で支える職場風土」は、社員一人ひとりが自分自身の

判断に自信を持ち、お客様へ一歩踏み込んだ対応を可能にして
います。まさに日本的な“OMOTENASHI”の精神の具現化
が、グローバルレベルでの高い評価につながっているというこ
とがいえるのではないかと思います。
一方で「5スター」の評価を分析する中で、課題も見えてきま

した。例えば、「グローバルカスタマー対応」においては語学力
の向上は必須であり、引き続き改善に向けた対策を講じていま
す。また「イレギュラー対応力」もさらに強化していく必要があ
ります。通常運航時において一定のレベルのサービスを提供
することは、いわば、どのエアラインにでもできることです。
悪天候などでイレギュラー運航が発生したときや、お客様が何
らかのトラブルに見舞われてお困りのときこそ、フルサービス
キャリアとしての実力が如実に現れるとともに、その真価が問
われます。

成長戦略を支えるANAブランドの担い手として

景気の回復に伴い、国際線を利用されるお客様が増加してい
ることをフロントラインでも実感しています。訪日需要の伸び
とともに、ANAを利用する外国人のお客様も着実に増加して
います。
私たちは、国内線で最大のマーケットシェアを有すると同時

に、アジアを中心としたグローバルマーケットに成長機会を求
めるエアライングループです。ビジネスチャンスを活かしなが
ら成長を実現していくためには、常に競争力の高いサービス品
質を維持・向上させ、今後も拡大していく航空需要をグローバ
ルレベルで取り込んでいかなければなりません。同時に、グ

ループ全社でコスト構造改革に取り組んでいる中、効率性・生
産性の向上も合わせて追求していく必要があります。
こうした目標は、フロントラインだけで達成できるものでは
なく、商品戦略、ハードとプロダクトの企画・開発、マーケティ
ング活動、ネットワーク構築など、すべての力の結集が必要で
あると考えています。

ANAブランドの担い手として、安全かつ快適なフライトの実
現と、航空事業の収益性強化に貢献できるよう、これからも日々
努力を重ねていきたいと思います。

特集  ANAブランド強化による成長戦略～グローバルマーケットで評価される航空会社を目指して～

2013年 SKYTRAX社部門賞受賞時の様子
（Best Aircraft Cabin Cleanliness, World’s Best Airport Services）
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OUR BUSINESS 

商品戦略の企画・開発部門として、“OMOTENASHI”
というソフト面のサービスを担うフロントラインと連携し、
グローバルレベルで支持されるANAブランドを 

創り上げます。

39アニュアルレポート 2014

Key Factor  2

フルサービスキャリアとしての商品戦略

客室乗務員や空港係員とともに高品質なサービス提供を実
現していく上で、商品戦略部門が担う役割は非常に重要です。
将来のプロダクトやサービス開発の方向性について考えること
は大変難しい課題であり、私たちは常に「変化を求めていく」必
要があります。お客様に機内で快適に過ごしていただくため、
シートや機内食、機内エンターテインメントからアメニティグッ
ズに至るまで、常に先を見据えた議論を行い、戦略を立案して

いかなければなりません。
私たちが心がけていることは、既存の枠組みにとらわれな
い発想によって、あるべき理想のANAブランドの構築をリード
していくことです。創り上げたプロダクトを実際に機内や空港
でお客様に提供していく過程では、そのコンセプトや価値をしっ
かりとグループ内外に浸透させることも大切にしています。

航空事業の成長を支えるプロダクト

ANAが自信を持ってマーケットに訴求できるプロダクトの一
つに、国際線ビジネスクラスのプロダクトがあります。2010年
から長距離国際線のビジネスクラスにフルフラットタイプのス
タッガードシートを順次導入しており、すべてのお客様が直接
通路に出入りできる座席配置など、導入以来高い評価をいただ
いています。2015年3月期末までには、ほぼすべての欧米線
就航機材への導入が完了する予定です。また従来から、機内食
の充実、アメニティグッズのクオリティ向上にも力を入れている
ほか、2014年3月に開始した機内Wi-Fiサービスも、国際線機
材で順次提供を拡大していく計画です。

こうした高品質なサービスとプロダクトは、ANAの国際線事
業の成長を支える大きな強みです。足元ではANAの国際線プ
ロダクトの優位性と景気回復を背景とした需要環境の改善が両
輪となって、事業規模が拡大する中で国際線の利用実績が順調
に伸びています。
他方、国内線機材では2012年から軽量・薄型シートの導入を進
めています。機内環境の快適性を損なうことなく、機体の軽量化
や出発前準備の効率化（定時性の向上）を実現することで、グルー
プ全社で取り組んでいるコスト構造改革にも貢献しています。

全日本空輸（株）上席執行役員

渡辺 俊隆

pRoductS and SeRVIceS プロダクト・サービス

“パパママシェフ”によるお子様向け機内食の開発
（株）ANAケータリングサービスでは、小さな子供を持つメンバー
で“パパママシェフ”チームを結成しました。全体の栄養バランス
を考えながら盛り付けにも工夫を施し、お子様に喜んでいただけ
る楽しいお子様向けの機内食メニューの開発に取り組んでいま
す。これからもANAだからこそ創り出せる、こだわりの商品を提
供していきます。
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Key Factor  3

全日本空輸（株）取締役執行役員

志岐 隆史

MaRKetInG StRateGy

多様な顧客ニーズへの対応

お客様が機内サービスに求めるご要望は大変多岐にわたるな
か、数多くのお客様にANAを選択していただくために、様々な
分野でのチャレンジを続けています。例えば、機内食では、著
名シェフとのコラボレーションメニューの提供に取り組むととも
に、昨今の世界的な日本食ブームへの対応も進めています。機
内で和食メニューを希望されるお客様も増えており、海外出発
便で提供する和食メニューの質を高めるために現地のケータリ
ング会社に対し、（株）ANAケータリングサービスによる業務指
導を実施しています。こうした取り組みは、今後ますます増えて
いく訪日外国人旅行者にANAを選んでいただくことにもつな
がると考えています。

また、2014年3月から羽田空港内の「ANA SUITE LOUNGE」
では、深夜出発の国際線をご利用になるお客様を対象に、機内
でゆっくりお休みいただけるよう、出発前にフルコースのお食
事をお楽しみいただけるレストラン“DINING h”を新設しました。
「顧客経験価値（Customer Experience）」を向上させていく観
点から、搭乗前からご旅行後まで、お客様とのあらゆる接点を
トータルに考え、空港でのサービスと機内のサービスを融合さ
せた新しいコンセプトを追求しています。

ANAには羽田空港で最大の国際線ネットワークを有している
という強みがあります。この強みを成長に結び付けていくため
には、多様なニーズに対応できる「ANAならでは」の選択肢を
提供し続けていくことが重要であると考えています。

ANAブランドの価値を将来にわたって維持・向上させるために

私たちは常に中長期的な視点で将来のサービスとプロダクト
を企画・開発していかなければなりません。2014年3月には、
2028年3月期までに受領する計70機の航空機調達を決定しま
した。中長期的な成長の原資となる従来にない大規模かつ戦略
的な機材発注を受けて、私たちはすでに次世代の機内プロダク
トやサービスについて検討を開始しています。また、全世界で
16億人存在するといわれるイスラム圏のお客様に対応した機
内食サービスの強化と、ケータリング事業の拡大を目的として、

ハラール食の認証取得へ向けた準備も進めています。映画や
音楽などの機内エンターテインメントについても、コンテンツ
数の増加だけではなく、多言語対応も推進していく予定です。
今後もさらに拡大するネットワークの優位性を支えに、最高の
サービスの提供を目指すフロントラインの努力と、最高のプロダ
クトを準備する私たち商品開発スタッフの努力が結び付けば、
ANAブランドは「5スター」の評価に相応しい、確固たるプレゼン
スを将来にわたって維持・向上できると確信しています。

「国際線デュアルハブ・ネットワーク」の推進により、ANAブランドの認知向上へ

2014年3月の羽田発着枠拡大を受け、ANAは羽田で最大の
国際線ネットワークを有するエアラインとなりました。首都圏発
着のビジネス需要をメイン・ターゲットとして、成長が続く国際

線需要の獲得と単価・イールドの向上を追求しています。また、
当社グループの充実した国内線ネットワークを活かして、日本
各地から国際線に接続する需要の取り込みも強化しています。

マーケティング

高い評価を得ているサービスとプロダクトを武器に 

グローバルマーケットで伍するためのネットワークを構築し、 
顧客基盤という「資産」を有効活用して 

ビジネスの幅を拡げていくことも、私たちのミッションです。

特集  ANAブランド強化による成長戦略～グローバルマーケットで評価される航空会社を目指して～

40 ANAホールディングス株式会社
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OUR BUSINESS 

一方、成田では新規路線の開設に加えて、羽田と重複する路
線を異なる発着時間帯に変更して、お客様の多様なニーズにお
応えしています。接続ダイヤの利便性を向上させ、ジョイント
ベンチャー・パートナーとともに引き続き高い伸びが見込まれ
るアジア・太平洋路線の旅客流動を取り込んでいく計画です。
羽田と成田のそれぞれの強みを活かし、首都圏全体で「国際

線デュアルハブ・ネットワーク」を展開することでANAのフライ
トを選択していただく機会を増やしていきます。こうして、より
多くのお客様のビジネスや旅行をサポートすることにより、
ANAがグローバルレベルで高い評価を得ているサービスとプ
ロダクトが広く認知され、国内外におけるブランド価値の向上
を図ることができると考えています。

サービス&プロダクトとマーケティングの力を融合

政府は2020年に「訪日外国人2,000万人」という目標を掲げ
ています。現行の中期経営戦略では、2017年3月期までに国
際線旅客事業の座席キロを約45%（2014年3月期実績比）拡
大させる計画ですが、日本国内発着の需要だけではなく、グ
ローバルな旅客流動にも目を向け、拡大する訪日需要の取り込
みを目指します。
国内線においても、訪日旅行者の国内周遊需要の獲得に向

けた国内線運賃の充実や国内旅行商品の造成などに、積極的
に取り組んでいく考えです。
日本各地の魅力を海外に積極的に発信しながら、グローバル
需要の取り込みを進めていくためには、私たちマーケティング
部門の営業努力が必要です。加えて、フロントラインが提供す
る高いサービス品質と、それを支えるプロダクト開発とが生み
出すANAブランドが私たちにとって大きな武器になります。

顧客基盤を通じて新たなマーケティング戦略を展開

ANAのフリークエント・フライヤー・プログラムである「ANA

マイレージクラブ（AMC）」には約2,600万人の会員にご登録
いただいています。これまでは、AMCをエアラインビジネス
のロイヤリティ向上手段として位置付けてきましたが、これか
らは顧客関連ビジネスの基盤としても活用し、収益ドメインの拡
大を目指していきます。
グループ各社が提供するさまざまな事業・サービスを「ANA

グループ経済圏」と位置付け、AMCで築き上げてきた顧客基
盤を活用したクロスセルを推進していきます。例えば、AMC会
員を対象に空港物販店やオンラインショッピングの利用促進を
図ると同時にANAのブランド力を活用し、ANA SKY WEBな
ど、自社媒体を広告枠として販売することなども検討していま

す。この顧客基盤を活用することにより、B to Cのみならず、
B to Bマーケティングの領域においても事業の拡大が可能と
なります。

SKYTRAX社から「5スター」と評価されたサービス品質は、
航空事業のさらなる成長に寄与するだけでなく、そのサービ
ス品質が生み出した顧客基盤やブランド価値を貴重な「資産」と
して有効活用することにより、ANAグループの事業全体に貢献
する可能性を持ち合わせています。
フロントライン、商品戦略部門、マーケティング部門が、グ
ループ各社を含めて連携を強化しながらANAブランドに磨き
をかけ、グループ全体の成長を追求していきます。

ANAカード事業でビジネス基盤の強化に貢献していきます
今年で発行30周年を迎えたクレジットカード「ANAカード」は、2014年3月期の決

済総額が約2.3兆円に及び、年会費やマイル収入などによる各種関連収入は当社の安
定した収益源の一つとなっています。決済総額の8割以上が航空券の購入以外で利用
されており、日常生活でも数多くの機会にお使いいただいています。とりわけ、飛行
機のご利用回数が多い「ANAプレミアムメンバー」の約7割のお客様にANAカードを
お持ちいただいていることから、ANAカード事業は「顧客基盤」の強化に大きな役割
を果たしています。今後も大切なお客様の日々の暮らしに長くお供させていただける
よう、サービスの拡充に努めてまいります。

全日本空輸（株） マーケティング室 ロイヤリティマーケティング部 事業戦略チーム 主席部員 

渡邉 由紀子

ロイヤリティマーケティング部の会議風景。 
一番右が渡邉。
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