
国内のフルーツ消費量トップであるバナナを主要商品として、

50年を超える歴史と技術で、おいしいバナナの提供に努め、現在、国内シェアの約10％を取り扱っています。

私たちは、健康食材という視点から注目されているバナナを安定供給するため、

海外の生産地の管理から輸入、加工、販売まで、すべてを自社で行う一貫流通体制を構築。

全過程に、当社の社員が目を通すことで、徹底した品質管理を実施しています。

急速に変化･多様化する消費環境において、お客様にご満足いただける商品やサービスを取引先の皆様とともに考え、

お客様のご要望をトータルサポートすることで、お役に立ちたいと考えます。

そして今後も、「安全でおいしいバナナをお届けすることで、経済や社会の発展に貢献する」ことをテーマに

進化し続けていきます。

ANAフーズ株式会社
http://www.ana-foods.co.jp/

ANAフーズ株式会社
http://www.ana-foods.co.jp/

生鮮食品事業

生産から加工・販売まで、
すべての過程に私たちが目を通す。
厳しい品質管理が、信頼への第一歩。

スピーディーで柔軟な対応力によって
深まる、お客様との信頼関係。

食の安全への意識の高まり、消費者ニーズの多様化、ライフス
タイルの変化など、食を取り巻く環境は、めまぐるしく変化して
います。バナナの消費環境もまた、健康志向の高まり、嗜好の多
様化、食べ方の変化など、急速に変化しており、お客様に満足し
ていただくためには、よりスピーディーで柔軟な対応が求めら
れています。

生産地での栽培管理から、商品開発、商品調達、熟成加工、
パック、商品供給、品質管理、売り場づくりのご提案まで、自社
一貫流通体制とローコストオペレーションの強みを活かし、バ
ナナの流通に関するすべての
業務をトータルサポート
します。

バナナの流通をトータルサポート

当社では、バナナ以外にも、お客様のご要望に応じて、オレン
ジ・グレープフルーツ・パイナップル・マンゴー・アボカド・ブロッ
コリーなどの輸入果実・野菜を取り扱っています。バナナで培っ
た追熟技術や物流機能の活用と、徹底した商品管理によって、
安全でおいしい青果物をお届けすることで、青果売り場づくり
をサポートします。

果実・野菜

輸入・陸揚げ

❶加工前のバナナ

❺加工後のバナナ

■輸入から出荷までの流れ

❻カット・パック ❼パックされたバナナ ❽検品・仕分け

❷ムロ入れ ❸熟成加工 ❹ムロ出し

出荷

様々なニーズに応えるトータルサポート



2001年にフィリピン産「frescana(フレスカーナ)」、
2005年に南米エクアドル産「田辺農園」を自社ブランドバナナとして開発し、
現在、当社生鮮食品事業の主要商品として取り扱っています。
生産から輸入・加工・販売の自社流通一貫システムの利点を生かし、
トレーサビリティー体制をより強化させることで、安全・安心を確保しています。
さらに、日本の市場環境と産地の状況をリンクさせて、バナナの安定供給を実現することに留まらず、
お客様に満足していただけるバナナをお届けするために、生産者と一体となって、新たな価値創造を追求し続けています。

全国の生産・物流ネットワークで、
お客様のニーズにきめ細かく、スピーディーに対応。

世界の生産拠点から日本の消費者へ。
私たちは、おいしいバナナの橋渡し役です。

福岡支店

関西支店

札幌支店

農産物であるバナナは、工業製品と違い、天候や生育状況、ま
た時間とともに品質が変化していきます。お客様のご要望に応
じた、安全でおいしいバナナを安定して提供するためには、生産
地から店舗に至るまで、バナナの状態を常に把握しなければな
りません。ANAフーズでは、バナナの生産から輸入・加工・販売
までの過程において、自社による品質管理を実施できる一貫流
通体制を基盤にすることで、高い品質を維持でき、バナナを最
高の状態でお届けしています。

高い品質を維持する一貫流通体制

食品会社として、食の安全性を追究することはもちろん、バナナ
を供給していく上で、環境への配慮は当社の責務であると考え
ます。当社では、生産・加工・流通過程で生じる食品廃棄物の抑
制やリサイクルに積極的に取り組んでいます。また生産施設で
は、消費電力の低いLED照明を導入
して省エネ化を推進するなど、循
環型社会の実現や地球環境の
保全に取り組んでいます。

環境保全への積極的な取り組み

バナナ専用の
通い箱（再利用）

全国の支店において、ISO9001の認証を取得しており、ISOマ
ネジメントシステムを事業運営の主軸として位置づけておりま
す。提供する商品やサービスの品質向上はもちろん、企業として
の経営品質、顧客満足度の向上を実現することによって、社会
的責任を果たします。

バナナを最高品質でお届けするためには、長年の経験によって
培われた熟成加工技術も必要です。バナナは“生き物”であると
いう考えと、呼吸を感じ、ひとつひとつの作業に込める愛情に
よって、仕上がり具合に大きな差が生まれます。そのため、青い
状態で輸入されたバナナを黄色く熟成させる際、その熟成具合
や品質状態は、必ず人間の目や鼻でチェックします。また、生産
地の環境変化に的確に対応するには、産地の知識に長けたス
タッフの経験値が生きてくるなど、積み重ね、研ぎ澄まされた
「人の力」が、最高品質を作り上げているのです。

品質向上に欠かせない、人の力 ISO9001認証取得で、高まる経営品質

八潮加工センター

仙台加工センター

大井加工センター

静岡支店

本社・東京支店営業部

名古屋支店

寄居加工センター

田辺農園 フレスカーナ
日本人が育てたこだわりバナナ お客様の需要に応える柔軟性が魅力

「田辺農園」バナナは、南米エクアドルの、標高
約300メートルに位置した田辺農園で、土
壌の特性を生かし、傷ついたバナナや茎・葉
など可食部分以外も無駄にすることなく有

機質肥料として畑に還元するという循環型農法
で栽培されたバナナです。田辺さんの
愛情たっぷりの「田辺農園」バナナ
は、安定した品質と甘さ・コクが自慢
です。また、「食の安全」「環境保全」
「労働安全」などに関する国際基準で
あるGLOBAL GAP認証を取得して
います。

「frescana」（フレスカーナ）という名前は、スペイン語で「新鮮
な」という意味の「fresco」と「ANA」から由来し、ANAフーズが
皆さんにお届けする自慢のバナナです。 フィリピン、ミンダナオ
島にあるバナナ畑の中でも、厳選された園地で育てています。
当社担当者も頻繁に現地を訪れ、品質管理には細心の注意を
払い、畑から皆さんの食卓にあがるま
で責任を持ってお届けしています。

良質な商品を安定して提供していくために、北海道から九州まで、
全国6ヵ所の営業拠点と9ヵ所の生産工場を配備。
各拠点において、長年培った生産加工技術力、柔軟な受注対応力、
多様な商品規格の開発力、迅速な機動力を駆使。
各エリアにおけるマーケット環境や地域特性により異なる
お客様のニーズにお応えし、高品質のバナナを供給しています。

❶生育 ❷開花 ❹収穫❸結実 ❺運搬 ❻水洗

❼選別 ❽計量 10箱詰❾検査 11発送

輸出

■生産から輸出までの流れ

品質へのこだわり 美味しいバナナをお届けするために

●ISO9001認証
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加工食品事業

世界中から
ナッツやドライフルーツを中心とした
原料・高級食材を輸入販売しています。

■取り扱い商品のご紹介

加工食品事業では、世界各国からナッツやドライフルーツを中心とした食品原料を輸入し、
大手リパックメーカー、製菓・製パンメーカー、流通業者に販売をしております。
取引先は、北米を中心に東アジア、東南アジア、ヨーロッパ、アフリカと多岐に渡り、
世界中に情報網を張り巡らせております。また、原料に留まらず、製品の開発・販売など、
川上から川下まで幅広いビジネスを展開しています。

当社加工食品事業ではフランスパリに支店、米国カリフォルニア州に
現地法人（ANA TRADING CORP., USA）を持ち、タイムリーに情
報共有を行いながら、買い付けや出荷をしております。また、当社では
米国カリフォルニア州において、長年にわたりGrower Direct Nut
社（クルミ）およびMariani Packing社（ドライフルーツ）と代理店契
約を締結しております。お客様の声を現地に直接届けることにより、日
本基準の高品質商品の供給が可能となっております。

加工食品事業の特長

産地に強い食品商社として、当社では米国カリフォルニア州に
おいて、「ANA Farm」と称し、クルミおよびプルーンの農園投
資プロジェクトを行っております。昨今、中国やインド等の新興
国が購買力を増し、日本への原料の安定供給不安が危惧され
る中、「高品質」・「安定供給」・「安心価格」をキーワードに、日本
人の手による信頼できる商品の輸入・販売を目指しております。

加工食品事業の取り組み

・アーモンド
・クルミ
・マカダミアナッツ
・カシューナッツ
・ピーナッツ製品 他

・プルーン
・レーズン
・ドライブルーベリー
・ドライクランベリー
・ドライマンゴー
・ドライパイナップル
・グリーンレーズン 他

ナッツ ドライフルーツ

・ココナッツ
・チアシード

その他

加工食品事業では、ISO9001の認証を取得しており、ISOマネジメ
ントシステムを事業運営の主軸として位置づけております。提供する
商品やサービスの品質向上はもちろん、企業としての経営品質、顧
客満足度の向上を実現することによって、社会的責任を果たします。

I SO9001認証取得で、高まる経営品質

●ISO9001認証
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国内事業

商品企画立案からカスタマーサービスまで
一貫した管理体制で
産地のおいしい恵みをお届けします。

安心の社内体制

一人ひとりのお客様のために
様々なご要望にお応えする充実の社内体制。

安心・安全な商品を企画・提案するだけでなく、カタログギフトの受注から発送、
産地直送品の商品手配を行うカスタマーサービス機能、
商品や配送状況などのお問合せに迅速かつ丁寧にお応えするコールセンター機能など、
トータルサービスにより販売先様の多様なリクエストにお応えします。

品質管理商品企画

ＡＮＡグループのネットワークにより培った全国の仕入先様と
の緊密なコミュニケーションにより、販売先様からのご要望に
沿った商品を、迅速にご提案いたします。

カタログギフト、産地直送品の受注や仕入先様への商品手配
などを迅速かつ正確に行っています。 各地の名産・特産品、旬のフルーツやお菓子など、全国の様々な食品を取り扱っております。ここで紹介しているもの以外にも、

数千アイテムの各地の名産・特産品を取り扱っています。

■1 北海道 標津産いくら醤油漬
■2 青　森 サンふじりんご
■3 秋　田 比内地鶏
■4 栃　木 宇都宮餃子
■5 新　潟 南魚沼産こしひかり
■6 神奈川 本まぐろ
■7 静　岡 鰻蒲焼
■8 長　野 ナガノパープル

■9 滋　賀 近江牛ローストビーフ
■10 岡　山 岡山白桃
■11 山　口 とらふぐちり鍋
■12 高　知 茅焼き鰹たたき
■13 福　岡 博多めんたいこ
■14 鹿児島 さつまあげ
■15 沖　縄 沖縄マンゴー

取り扱い商品
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国内事業では、ISO9001の認証を取得しており、ISOマネジメント
システムを事業運営の主軸として位置づけています。提供する商
品やサービスの品質向上はもちろん、企業としての経営品質、顧客
満足度の向上を実現することによって、社会的責任を果たします。

ISO9001認証取得で、高まる経営品質

国内事業では、ISO27001（情報セキュリティマネジメント
システム）の認証を取得しており、情報セキュリティの継続的な
改善・強化に取り組んでいます。

ISO27001認証取得による情報セキュリティの強化

●ISO27001認証●ISO9001認証

仕入先様の製造施設の確認、取り扱い商品の表示ラベル等の
チェックによる商品管理などを行っています。また、全日空商事
グループで行っている「食の安全委員会」にも参加しています。

コールセンター

商品に対するお問い合わせから、お客
様に商品が届くまでの配送管理等を
行っています。一人ひとりのお客様にご
満足いただける「最高のサービス」をご
提供しています。

カスタマーサービス

企画食品事業部（国内事業）は、ANAグループの食品中核会社として全日空商事株式会社の100%出資により1979年

に設立された「航空食品株式会社」が前身となり、2015年4月1日よりANAフーズ株式会社として新たにスタートいたしま

した。以来一貫して「食の安心・安全」を追求し、徹底した品質管理、生産者と連携した商品開発、顧客視点に立ったカス

タマーサービスとそれらを可能とするロジスティックシステムの構築により、お客様より幅広いご支持を頂いています。

事業内容としては、大手百貨店への産地直送ギフト商品の販売や、全日空商事が展開する総合通販サイト「A-style」の

食料品MD業務を中心に展開しており、さらには産地直送システムや商品管理システム等の提案も行っています。



事業内容 システムのご紹介

販売先様よりお預かりした顧客データの管理は勿論、商品の受発注や配送会社からの物流情報などを一元的に管理することにより、
あらゆるお問い合せに迅速にお応えすることが可能です。お預かりした個人情報はISO27001に基づき適切に管理しています。

配送管理システム

仕入先様からの商品情報をWebを介すことによりデータで管理する仕組みです。品質管理面がますます重要となるなか、基本的な商
品情報は勿論、様々な品質管理資料を一元的に管理でき、販売先様への迅速で確実なご提案や、事故発生時の該当商品の把握等、ス
ピーディーな対応を可能とします。

MD支援システム

産地出票システム

おいしくて安全な商品を
皆様へお届けしています。

全国各地の名産、特産品、こだわりの品を
取り扱っています。ご贈答や冠婚葬祭等、
お客様のニーズにあった商品ラインナップをご用意しています。

より早く、確実に。自社開発のシステムにより
様々なご要望にお応えします。

配送管理システムとMD支援システム、産地出票システムの連携により、
仕入先様（産地・出荷元）と販売先様の情報を共有化することが可能です。
また、販売先様からの急なご要望にもMD支援システムの活用で、迅速にご提案することが可能です。

■安心の社内システム

全日空商事（株）が運営する通販サイト「A-style」の食料品
MD業務を担当しています。また、ANAのマイル交換サイトで
のグルメ品の取り扱いや、全国各地の選び抜かれた商品を、
機内搭載商品として提案しています。

ANA向け商品企画

商品企画担当が自信を持ってお薦めする、全国各地の特産
品、季節ならではの品々や、熟練技術を持つ名人が真心こめ
て作った品々を取り扱っています。

商品企画

独自で開発した社内基幹システムを用い、商品の受注からお
届けまでの運用、一環したデータ管理やお客様・販売先様か
らのお問い合わせに対応するサービスを提供しています。

カスタマーサービス

MD支援システム

ANAフーズ

配送管理システム

産地出票システム

仕入先様
（産地・出荷先）

商品ご提案

伝票出力

受発注 問い合わせ

商品受注

販売先様

配送管理システムを介して販売先様、仕入先様（産地・出荷先）とデータ連携を行うことで、お品物のご注文からお届けまでのご手配を
迅速に、また受注状況を1ヵ月先まで確認することができるので、仕入先様は計画的な製造・出荷スケジュールを設定することができます。
さらに、ANAグループのネットワークセキュリティが、お客様の個人情報を守ります。

先様のお好みでお選び頂ける「ANA’sフレッシュセレクショ
ン｣は、3,000円～30,000円までの幅広い価格帯をご用意。
お中元・お歳暮はもちろん、冠婚葬祭や様々なシーンでパー
ソナルギフト好適品としてご好評頂いています。

ANA ’ sフレッシュセレクション
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日本の食材を
世界各国へ
お届けできる
世の中へ

ANAフーズ株式会社
http://www.ana-foods.co.jp/

海外事業

「世界の皆様へ日本の食をお届けしたい」
日本各地から取り寄せた四季折々の食材と、
日本の素晴らしい食文化を世界に発信
日本食を新たなるステージへ！   

■取り扱い商品のご紹介 ■日本の安心・安全を世界へ

日本は世界に誇れる食材や食文化の宝庫。
海外事業では、「世界の皆様へ日本の食をお届けしたい」という想いで、
日本各地から取り寄せた旬の生鮮食材や、伝統的な日本料理を厳選して輸出しています。
東アジア・東南アジア諸国をはじめとした世界に翼を広げ、日本の食材や食文化を発信し続けます。

生鮮食品

・惣菜・和菓子等

加工食品

ANA
フーズ

各サプライヤー様

日本の旬を世界中で楽しめる仕組みづくり

日本全国から取り寄せた鮮魚介類や青果物等の生鮮食材は、
最大限の鮮度を保持できる輸送方法で東南アジアを中心とした
各国へ輸出されます。日本からの食材は、当社独自の流通ネット
ワークを駆使する事で、世界
各国の有名ホテルや日本食
レストランへ鮮度を保持した
まま届けられます。日本の旬
の新鮮素材を世界中の皆様
にお楽しみ頂いています。

新鮮な日本の食材を世界へ 日本の食文化を世界に発信

日本の四季や旬を感じられる
“本物の日本食”を世界に向けて

日本の伝統料理や、四季を彩る華やかな日本料理の惣菜、四季や
節句などの年中行事を意識した和菓子など、日本の食文化の
紹介と共に世界各国の皆様
へお届けしています。“本物の
日本食”にこだわり、日本の食
文化を発信し続けます。

・鮮魚・果物・野菜等
食材の供給

現地のニーズに
合った商品開発

食材の供給

販売ノウハウ
の提供
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