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会員紹介　　  に聞くトップ

のは、外から見ていた全日空商事㈱と、内
から見た全日空商事㈱に大きなギャップが
あったということです。簡単にいえば、航空
運送事業というのは、お客さまや、お客さま
からお預かりした荷物を運ぶのが基本で
あり、極めてシンプルな構造です。

一方、全日空商事㈱は非常に広いフィールド
の中で、多様な活躍が期待されますので、
これは非常に面白いなと感じました。私自身
が会社の事業を知って驚くくらいですから、
一般の方にとっては、「ANA FESTA」など
はご存じかもしれませんが、まさかLEDや
半導体などを扱う会社とは想像もつかないの
ではと思っています。

⑵ ANAホールディングスの中で
ANAグループ全体のポジションニング

をご紹介しますと、まず、2013年4月に発
足したANAホールディングス㈱の傘下に、
ANA、ANAセールス㈱、全日空商事㈱な
ど多数の事業会社があります。ANAホール
ディングス㈱は、航空運送事業の比率が極端
に高いグループですが、その中で当社は商社
カテゴリーに位置付けられており、どれくら
いホールディングスに貢献できるかがわれ

⑴ エアライン系商社として
全日空商事㈱は、1970年、全日本空輸㈱

（以下、ANA）の航空機運航業務に必要な物
品調達、空港店舗業務等を目的に設立され
ました。その後、40年以上にわたる活動を
通して、「エアライン系商社」という業界の
中でもユニークな存在として、多様な事業を
展開しています。

具体的には、搭乗券に始まり、空港内店舗
「ANA FESTA」「ANAデューティーフリー」 
の運営、機内販売や機内ビジュアルコンテ
ンツなど機内エンターテイメント、航空機
本体や航空機部品に至るまで、飛行機と空
港に関わる非常に多くの商材を取り扱って
います。

また、航空関連以外でも、紙・パルプや食
品の輸入販売、半導体・電子部品の輸出入、
インターネットショッピングサイト「ANA
ショッピング A-style」の運営など、ANA
グループの中核を担う総合商社として、さま
ざまなビジネスを展開しています。

私は2014年4月に社長に就任しましたが、
それまでの37年間は航空会社であるANAに
おりました。社長就任後、まず驚きを覚えた
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われの使命です。
全日空商事㈱もグループ経営になって

おり、単体では400人弱、全日空商事グルー
プでは約2,100人の従業員がおります。私
たちには、航空事業領域以外で一生懸命
知恵を絞り、トライしながら利益を上げて
いく側面と、ANAと関連した航空事業に
対して貢献の最大化を図るという二つの
側面があります。もちろん、ANAがコスト
セーブを行うと、全日空商事㈱の利益が
遺失するという構造もあります。それでも
私たちは、ANAホールディングス㈱全体の
生産性向上、コストセーブについて進んで
協力する姿勢で臨んでいます。

同時に、私たちにはこれまで積み重ねたノ
ウハウや経験がありますので、これらを用い
てグループ外に水平展開していくこともでき
ます。それがANA以外であっても、他の航
空関連のフィールドであっても、そのポジ
ションを確保し、広げていくのだという思い
があります。すでに利益ベースでは、ANA
グループから得ている利益は半分を下回って
います。

1970年の設立当初は多くの部分をANAに
頼っており、ほぼインハウス商社という構造
でしたが、現在ではだいぶ変わってきました。 
もちろん、自立するということは、他の企業と
競合した際に本当に競争力があるのかどうか
が問われます。今後、航空関連事業では、言
われたことをそつなくこなす会社から、任され
た分野で提案する、進化させていく会社となる
ことが、私たちの大きな命題だと思っています。

⑶ ANAブランドと共に
今後のマーケットについては、2020年に

東京オリンピック・パラリンピック開催が
決まりましたので、外国から日本を訪れる
お客さまが右肩上がりに増えていくことが
期待できます。また、外需についても、俗
に言うジャパンブランドが高く評価されて
います。

これまでの日本のマーケットでは、「良い
ものをより安く」という考えがありましたが、
最近では「良いものは、良いものに値する価
格がある」と理解されるようになり、外国、
特にアジアのお客さまに認めていただいてい
ます。「良いものは、良いものに値する価格
がある」というのが、ジャパンブランドを推
奨していくポイントだと思っています。当社
としては、輸入の割合が非常に多いため、今
後は積極的に輸出に取り組んでいくつもり
です。

航空運送事業というのは、「お客さまの
安全」が絶対ですので、徹底的にリスク管理
をしなければなりません。もちろん、当社の
事業でも食品や情報セキュリティーの安全
は絶対ですが、それ以外のフィールドでは
さまざまなチャレンジができるのではない
かと思っています。

さらに、「ANA」というブランドも、とて
も大きな存在です。ノンブランドで事業を展
開することに比べれば、ANAブランドの傘
下で仕事ができるということで、大きなげた
を履かせていただいています。少し生意気な
言い方かもしれませんが、これからはわれわ
れの活躍で、ANAブランドを高く押し上げ
ることができるよう努めていきたいと思い
ます。ブランドというのは便利に使えるか
もしれませんが、乱暴に扱うと、そもそもの
ブランドを傷つけてしまうことが往々にして
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あります。良いものをより安くというフィー
ルドに加えて、付加価値や品質に対価をお支
払いいただくという構造の変化が日本でも起
こっていると思います。そのような意味でも、
ANAブランド、ジャパンブランドを財産と
して大切にしながら、事業を展開してまいり
ます。

当社の中でも、意外な事業と思われるのは、
バナナの輸入でしょう。実は当社は、日本
国内のバナナのシェア10％を誇っています。
品質についてもやはりANAブランドを毀

き

損
そん

しないために、高品質なバナナをフィリピン
から供給しています。

また、世界一のバナナ輸出国エクアドル
には、田辺正裕さんという作り手がおられ
ます。一般的にバナナには化学肥料や農薬が
使われますが、このままではバナナが農薬漬
けになってしまうと危惧された田辺さんは、
土壌をミミズが住む良い土に改良し、循環型
農法でバナナを育てていらっしゃいます。当
社はこの経営思想に感銘を受け、2005年6月
に独占契約を交わしました。現在は共同経営 
でバナナの生産を行い、産地から店頭に上
がるまでの物流を一元化しています。甘さと
コクに酸味が加わった、南米バナナ特有の
おいしさも評価され大手スーパーマーケット
チェーンやコンビニエンスストアチェーン
などで1本ずつでも販売されていますので、
ご覧になった方もいらっしゃると思います。

バ ナ ナ 以 外 に も ド ラ イ フ ル ー ツ な ど、
ANAというフィールドから見ると驚かれる
ような事業も展開しているのが、当社の特徴
です。

ブランドというのは、圧倒的な需要と適正

な供給の中で構成されています。例えば、
「あそこでしか買えない」という時にはとて
も価値があったものが、何年かして「どこで
も買える」となると、人は安く買いたいと
思うようになります。そのため、大きな面積
を獲得しにいくと、ブランドが損なわれて
しまう可能性があります。商社の基本的
考えとしては、大きな面積、物流、ロット
が主流なのかもしれませんが、私たちの活躍
するフィールドはまだ小さく、これからまだ
展開できる事業があるのではないかと思って
います。

規模としては小さな会社ですが、「リテー
ル」、「食品」、「航空・電子」、「生活産業・
メディア」のカンパニー制度を設けており、
シナジーを生みながらスピード感を持って
判断していくというのが基本的考えです。
現在は売上高約1,100億円、営業利益32億円
ですが、2020年東京オリンピックの年には、
営業利益100億円の会社にしようと社員にも
伝えています。今後は、全フィールドでの
事業をさらに伸ばしていくつもりです。

⑷「人財」は会社の源
ANA時代から思っていることですが、会

社の存在を考えた際、主役はお客さまと直接
応対する社員の方々であり、社長や役員は主
役ではないと思っています。「夢を語り続け
ること」、「夢を実現するプロセスを明示して
いくこと」が大切であり、　挑戦する前に「で
きない」と言うことや、自分の限界を語るこ
とは好きではありません。社長就任以来、社
員にはずっと「リスクを避けずに、リスクと
しっかり向き合おう」、「最高にきつい、でも、
最高に面白い会社にしよう」と、メッセージ
を伝えています。
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どこの商社でも同じだと思いますが、最後
はやはり「人」だと思います。もしかしたら、
流通上、存在しなくても良い所に商社の仕事 
が位置付けられている可能性もあります。
計算上は存在しなくてもよいけれど、一緒
にやらせていただいている中では、ないと
困る、一緒にやるとうまくいく、という仕事
も多岐にわたってあると思います。大事なの
は何より、「人財」を育てることです。人財
＝会社の成長と信じております。「人財」が
会社の源であり、区別、選別することなく、
一人残らず全員を戦力として育てていくこと
が重要です。そうでなければ、当社は競争
社会の中で勝負ができないのです。採用面
でも、外国人やキャリア採用などを積極的に
行っており、今後もさらなるダイバーシティ
化を進めていく方針です。

⑸ 趣味と座右の銘
庭いじりが好きで花や野菜の有機栽培を

しています。理由は、「花は裏切らない
から」と周りに言っています（笑）。愛情と
時間をかけて丁寧に育てていますが、収穫
の時期になるとたくさん採れ過ぎてうれ
しい悲鳴ですね。それと、お酒も大好きで
よく飲みます。ワインとチーズというのは
最も所望しない飲み方で、社長になってか
らも、「社長として行くべきではないです」
と言われるような気軽な居酒屋にもよく
行きます（笑）。座右の銘は、「明日ありと
思う心の仇

あだざくら

桜」です。

⑹ おわりに
日本貿易会の会員商社は、日本経済をリー

ドしてきた歴史ある会社ばかりと思います。
商社業界の現状や今後の課題について勉強

させていただく立場として、これからも各種
セミナーや委員会での学びの機会を期待して
います。

【会社データ】

①代表者名 代表取締役社長　西村　健

②設立年 1970年10月15日

③本社所在地 東京都港区東新橋1-5-2
汐留シティセンター

④資本金 10億円

⑤従業員数 連結　2,121人
単体　374人（2014年3月31日現在）

⑥事業所 国内　 航空機部品事業部（羽田空港）、
GE事業所（羽田空港）、沖縄事業所

海外　パリ支店、シンガポール支店

⑦主な事業 航空機部品の調達、航空機の輸出入・
リース・売却、機内サービス・販売用 
物品の企画・調達、および全国空港売店
の運営などの航空付帯事業の他、紙・パ
ルプや食品の輸入販売、半導体・電子部
品の輸出入、広告代理業、インターネット
ショッピングサイトの運営等

⑧売上高 連結　1,107億円
単体　777億円（2013年度）

⑨売上構成比 食品カンパニー　29.4％、
生活産業・メディアカンパニー　29.2％、
リテールカンパニー　28.5％、
航空・電子カンパニー　12.3％、
その他　0.6％　　　

（連結、2013年度）

⑩URL http://www.anatc.com
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