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「反転攻勢！Ｖ字回復！ 山陰インバウンドセミナー」 

全日本空輸株式会社 
マーケティング室 観光アクション部 

 
2020年10月28日 

コロナ禍におけるＡＮＡグループの安心・安全、 
そして地域創生への取り組みについて 
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本日のアジェンダ 

1. ＡＮＡおよび航空業界をとりまく環境認識 
・観光・航空業界の概況 
・ＡＮＡをとりまく概況 
 

2. withコロナ期におけるANAの取組み 
２－１．「移動における安心」の徹底：ANA Care Promise 
 
２－２．「移動する理由」の創出：ANAグループの地域創生 
２－３．「移動以外の価値」を提供：地域づくりにおけるNONAIR事業 
 

３．新しい生活様式や世の中が変化をする中でのアクションとして 
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本日伝えたい事 

お客様 地域 

①ANAに安心して
ご搭乗ください 

②ANAグループは地域
と正面から向き合って

います 

③ANAグループは、
色々やってますので気
軽にご相談ください 

ANAグループ 

地域活性化のために手を取り合いましょう！ 
ANAグループを少しでも身近に感じてください 



         

         

                                                                     

1. ＡＮＡおよび航空業界をとりまく環境認識 
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観光・航空業界の概況 出典：JNTO 

■日本の出入国者数推移（単位：万人） 

COVID-19が観光業に与えた影響は驚天動地 
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観光・航空業界の概況 

世界の観光需要は2年半～4年後に、2019年度程度の水準まで回復する予測 

■国連世界観光機関（UNWTO）10月予測 

出典：UNWTO/World Tourism Barometer 
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観光・航空業界の概況 

航空需要は2024年に、2019年度程度の水準まで回復する予測 

出典：IATA/Tourism Economics 'Air Passenger Forecasts' July 2020 

■国際航空運送協会（IATA）7月予測 
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ＡＮＡをとりまく概況 

■8月までの搭乗実績 

 ・国際線 

 ・国内線 

国際線は引き続き低調。国内線は緩やかに回復基調。 
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ＡＮＡをとりまく概況 

■9月1日〜30日の国際線運航 概要 

成田=ロサンゼルス 7 

羽田＝ロサンゼルス 3 

成田＝サンフランシスコ 3 

羽田＝ワシントン 3 

成田＝ニューヨーク 3 

成田＝シカゴ 7 

羽田＝バンクーバー 3 

成田＝メキシコシティ 5 

羽田＝ロンドン 3 

羽田＝パリ 2 

羽田＝フランクフルト 7 

成田＝上海 1 

成田= 香港 1 

羽田＝台北 2 

羽田＝バンコク 7 

成田＝ハノイ 2 

成田＝ホーチミン 3 

羽田＝ホーチミン 2 

成田＝クアラランプール 3 

成田＝シンガポール 3 

成田＝ジャカルタ 4 

成田 - マニラ 5 

羽田＝マニラ 3 

羽田＝シドニー 3 

事業計画 便数 運航便数 減便数 運航の割合 

5356便 631便 4743便 12% 

 ・週あたりの方面別便数 

二国間交渉の行方、入国制限の緩和を注意深く見守りながら、 
日々、運航の計画を話し合っています。 
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観光・航空業界の概況 

 COVID-19が観光・航空産業に与えた影響は驚天動地 

■まとめ 

 世界的には観光も航空も、2021年以降に大きくバウンドの予測 

 当社も甚大な影響。国内線は回復基調だが、国際線は視界不良。 

創業以来、最大の危機。 
相当な危機感の下に、既存事業の見直し、新規事業の推進を行う。 

 

「ANAグループは、第二の創業期」 



         

         

                                                                     

２．withコロナ期におけるANAグループの取組み 
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withコロナ期におけるANAグループの取組み 

「移動における安心」 
の徹底 

「移動する理由」 
の創出 

「移動以外の価値」
を提供 

COVID-19 

移動や渡航による 
感染の不安拡大 

リモート環境の 
浸透による 

ビジネス需要減 

景気悪化に伴う 
移動費削減 

マインド 
の変化 

社会システム 
の変化 

経済環境 
の変化 

地域創生 
NONAIR 
事業 

ANA 
Care Promise 

社会環境の 
変化 

ANAグループ
の取組み 



         

         

                                                                     

２－１．「移動における安心」の徹底 
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「移動における安心」の徹底 

航空は、地域と地域を結ぶパイプライン 
 

しかし、それが詰まっている状態では水が流れない 

移動の不安払拭は、ANAが取り組むことのできる 
地域貢献の一丁目一番地 
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「移動における安心」の徹底 

衛生上の不安 
感染再拡大時の 
手数料に対する不安 

ANA Care Promise あんしん変更キャンペーン 

消費者が感じる「移動における不安」は大きく2種あると想定される。 

１ ２ 
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「移動における安心」の徹底：ANA Care Promise 

 
空の旅の新しいスタンダード 

 

お客様とのお約束 
 
 

移動による感染が不安なお客様に対して、航空会社が取り得るたった一つの方法 
 

ひたすらに衛生対策を行い取り組みを発信する 
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「移動における安心」の徹底：ANA Care Promise 

搭乗における、ありとあらゆるシーンで衛生面に最大限配慮 
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「移動における安心」の徹底：ANA Care Promise 

■国内線、国際線におけるご搭乗の順番 
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「移動における安心」の徹底：ANA Care Promise 

■ ANA Care Promiseの啓蒙活動 

お客様のご理解・ご協力の下にはじめて成立する 
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「移動における安心」の徹底：ANA Care Promise 

■お客様の声 
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「移動における安心」の徹底：あんしん変更キャンペーン 

2020年6月26日以降に2020年7月1日から2021年1月31日搭乗分の対象運賃（日本
国内線）を新規でご購入いただくと、最大355日先の便への変更（区間変更を含む）を、変
更に伴う手数料（取消手数料・払戻手数料）無料で承ります。 
 
・2021年1月31日搭乗分までの変更は、ご希望に応じて何回でも可能（2021年2月1日以
降への変更は1回に限る） 
・搭乗日だけでなく、行先の変更もOK 
・ANA SUPER VALUEといった割引運賃も適用 

■あんしん変更キャンペーン 
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「移動における安心」の徹底 

 考え得る様々な衛生対策を講じて、徹底しています。 

■まとめ 

 衛生の取組みや考え方を、これからもお客様に啓蒙していきます。 

 感染拡大時の急な予約変更にも柔軟に対応していきます。 

ANAは、航空移動による不安払拭に可能な限り、取り組みます。 
しかしながら、それだけでは消費者の旅行意欲を喚起することはできません。 

 

移動の安心を前提とした、地域の魅力発信が必要 



         

         

                                                                     

２－２．「移動する理由」の創出：ANAグループの地域創生 
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ANAグループの地域創生 

飛行機に乗りたくて、旅をする人は限られる 
 

旅をする理由があるから、飛行機に乗る 

地域に行くべき理由を作り出さなければ、 
航空需要は拡大しない 
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ANAグループの地域創生 

観光振興により、 
交流人口を増やし、地域創生に寄与する 

観光振興 

交流人口 
拡大 

航空利用 
機会拡大 

航空ｻｰﾋﾞｽ 
ﾈｯﾄﾜｰｸ拡充 

自治体や地域と 

連動した地域創生 

ANAグループの 

持続的な成長 

ANAグループと 
国・地域の連携 

■ANAグループとしての観光振興の目指す姿 
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ANAグループの地域創生 

■ANAグループとしての観光振興 推進体制 

2017年10月 観光アクション部 設立 

グループ内の観光振興・地域創生の取り組みを有機的につなぎ合わせ、 

パフォーマンスを高めることを目指す 

自 
治 
体 
・ 
D 
Ｍ 
O 

ANA 
ｾｰﾙｽ 
国内 
支社 
支店 

ANA 
観光 

アクション部 

中央省庁 
（観光庁・JNTO） 

ANA CARGO／ACD 

外部取引先 

全日空商事 

ANAﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ 

ANA海外統括・支店 

ANAセールス 

ANA総合研究所 

コロナ前から、グループ一丸となって地域創生の推進を図ってきた 



ANAグループの力を結集 
ANAHD ANA 

ANA 
セールス 

全日空 
商事 

ANAX ANA総研 ABS AWO 
Avatar-

in 
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ANAグループの地域創生 

■「地域に行くべき理由」の創出 

レジャー目的 ビジネス目的 

行きたくて行く 必要だから行く 

動機 
きっかけ 

食 

歴史・文化 

スポーツ 

絶景 

観光施設 

趣味 

温泉 

宿泊施設 

体験 

観光資源 
第一次産業 

第二次産業 

第三次産業 

アクション① 
観光資源の磨き上げ 

 

アクション② 
魅力の発信 

アクション③ 
地域産業支援 
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アクション① 観光資源の磨き上げ 

■ONSENガストロノミー・ツーリズム（ANA総合研究所） 

2017年度実績  

 16か所 

2018年度実績 

  25か所 

その土地を歩きながら、その土地ならではの食をたのしみ、 
その土地の温泉を楽しむ。 
 
地元の隠れた魅力に気付く、一般参加型ウォーキングイベント ジャパン・ツーリズム・アワード 

第3回 国内・訪日地域部門賞 
第6回 「海外領域」入賞 
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アクション① 観光資源の磨き上げ 

■ ONSENガストロノミー・ツーリズム（湯梨浜町・はわい温泉東郷温泉） 

カニ、梨、しじみ、ラーメン、和牛、地酒と、鳥取の食と温泉を堪能！ 

2019年9月29日に、同地で第2回目
を開催 
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アクション① 観光資源の磨き上げ 

■ ONSENガストロノミー・ツーリズム（秋田県 大館市） 

2017年6月   
大館温泉での 
様子 
 

廃線になった線路や廃館になった映画館を活用 
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アクション① 観光資源の磨き上げ 

■ ONSENガストロノミー・ツーリズム（青森県 弘前市） 

2017年9月   
嶽温泉での 
様子 
 

地元の伝統行事と絡めてイベントを開催 
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アクション① 観光資源の磨き上げ 

■ ANAトラベラーズとのコラボおてつたび 



32 

アクション① 観光資源の磨き上げ 

■ ANAトラベラーズとのコラボおてつたび（島根県 益田市） 

「過疎」という言葉が生まれたまちで、誇りを持って暮らしているひとを一緒に取材したい若者大募集！ 
（2020年9月23日〜30日、10月1日〜8日） 

一般社団法人豊かな暮らしラボラトリー（ユタラボ）で地元住民にインタビュー&記事作成のお手伝い 

関係人口拡大による地域活性化×ツーリズムの融合 
11月には浜田市でも開催！ 
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アクション① 観光資源の磨き上げ 

■旅謎＠米子市・境港市 

謎を解きながら地域を巡るツアー 
自宅から米子・境港を舞台にした謎解きができるバーチャル版も作成 
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アクション① 観光資源の磨き上げ 

■地域活性化のための人財派遣・調査研究（ANA総合研究所） 

ANAグループで培ったナレッジ・ノウハウを有する研究員・人財が、地域活性化をサポートします。 
また人財派遣のほかにも、ANAグループの様々な角度からの観点で、地域活性化のための調査、
研究も行っております。 
 

地元の支社支店・自治体や観光団体への出向者が、実地から支援 
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アクション② 魅力の発信 

■観光情報多言語発信サイト 「Japan Travel Planner」（ANA観光アクション部） 

月間60万人の来訪者数（2019年度実績）を誇る 
ANAの地域情報多言語発信サイトです。 
 
■３つの特徴紹介 
•11言語で情報発信 
（英語・日本語・中文簡体字・台湾繁体字・香港繁
体字・韓国語・タイ語・インドネシア語、ベトナム語、フラ
ンス語・ドイツ語 ) 
紹介 
•800以上もの国内観光スポットを紹介 
観光スポットの他、テーマ、エリア、滞在日数に応じたモ
デルルートも紹介し、地域内での周遊を促進。 
 
・どのページからも航空券予約が可能 
訪日旅行者向けの特別運賃も用意しており、訪日外
国人の誘客に効果的。 

ジャパン・ツーリズム・アワード 
第6回 「海外領域」入賞 
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アクション② 魅力の発信 

■観光情報多言語発信サイト 「Japan Travel Planner」 

英語 

ドイツ語 

タイ語 

中国語（簡体） 
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アクション② 魅力の発信 

■Secret San’in（Japan Travel Planner内） 

山陰地方を紹介する、大変ステキなページも作成しています！ 

・展開言語 
英、仏、独、繁体字、簡体
字、韓国語の6言語で制作 
 
・コンテンツの特徴 
大山隠岐国立公園などの
山陰の豊かな自然を訴求。 
滞在時間別にルートの紹介
（ベーシック、アート＆カル
チャーなど） 
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アクション② 魅力の発信 

■デジタルプロモーション 

運用型広告 インフルエンサーの活用 

単なる認知拡散だけではなく、誘客の最大化を重視。 
ANAの日頃のマーケティングで培ったノウハウを活用いただけます。 

インスタグラマー 

Youtuber 
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アクション② 魅力の発信 

■ANAマイレージクラブ会員へのデジタル広告配信 「ANA Digital Connect」（全日空商事） 

ANAの搭乗実績や会員ステータスに応じたデジタル広告配信が可能 

セグメント例） 
・羽田⇔米子便を、直近1年以内に利用したことのある20代〜30代の女性 
・ANAゴールドカードを保有している、40代以上の男性 
・過去3か月以内にANA国際線に搭乗実績のある方 

性別・年齢 搭乗履歴 ステータス 
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アクション③ 地域産業支援 

■ANAのふるさと納税（ANAX） 

2016年4月より地域活性化への貢献を目的として運営 
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アクション③ 地域産業支援 

■クラウドファンディング「WONDER FLY」（ANAX） 

ANAマイルでの支援も可能。 
様々な想いを抱いた地域におけるチャレンジャーの挑戦をサポート！ 
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アクション③ 地域産業支援 

■グルメ紀行ボックス「FINEDELISH」（ANAケータリングサービス） 

ANAだからこそ知っている日本各地の食材を詰め込んだグルメ紀行ボックス
ご家庭にいながら鳥取県の魅力を堪能いただけます 
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「移動する理由」の創出：ANAグループの地域創生 

 移動する理由作り＝地域創生に、これまでも体制構築し取り組んできました。 

■まとめ 

 観光資源の磨き上げ＆魅力発信について、 
   リアルはもちろん、誘客促進目線でのデジタル施策もお手伝いいたします。 

 ふるさと納税やクラウドファンディングといった、モノの魅力発信による 
   交流人口拡大も支援いたします。 

地域活性化＝ANAグループの活性化であるという視点に立ち、 
ヒト・モノの流動促進のために様々な方法でサポート。 

 

地域とともに汗を流して取り組みます 



         

         

                                                                     

２－3．「移動以外の価値」を提供：地域づくりにおけるNONAIR事業 
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「移動以外の価値」を提供：地域づくりにおけるNONAIR事業 

航空事業は、単なる輸送ではなくホスピタリティ産業 
 

利便性・快適性を追求する中で様々な事業が誕生 

お客様・旅行者の快適・利便を 
「移動」以外の手段からも5つ星クオリティで提案します 
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「移動以外の価値」を提供：地域づくりにおけるNONAIR事業 

航空事業における「お客様満足向上」の取り組みで培ったノウハウや知見や、 
新しい技術を活用したニーズの開拓も行っています。 

航空事業における取り組みで
培ったノウハウや知見 

新しい技術の活用で 
ニーズを開拓 

研修事業 キャッシュレス決済 

ユニバーサル コンサルティング 瞬間移動 
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おもてなし研修 

■研修事業（ANAビジネスソリューションズ） 

ANAの客室乗務員や空港係員を務め、 
多くのANA社員を育ててきた経験豊富な講師が担当します。 

・接遇・マナー研修 
・ヒューマンエラー対策研修 
・新入社員、階層別研修 
・コミュニケーション研修 
・ダイバーシティ研修  等 
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ユニバーサル コンサルティング 

■ユニバーサル コンサルティング（ANAウィングフェローズ・ヴイ王子） 

障がい当事者の声とANAのおもてなしの心を融合したコンサルティング 

・Webアクセシビリティ調査 
 
・ユニバーサルマインド醸成
セミナー 
 
・施設、設備アクセシビリティ
調査 
 
・商品開発支援、ユニバー
サル商品検証 
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キャッシュレス決済 

■mPOS（ANA Digital Gate） 

アリペイやウィーチャットペイ等の訪日外国人向け決済にも対応 
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瞬間移動 

■ANAアバターロボット（Avatar-in） 

物理的な距離や身体的な制限を超えて、 
アバターで誰もが繋がることができる未来のプラットフォーム 
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「移動以外の価値」を提供：NONAIR事業 

 航空事業で培ったノウハウや知見を体系化し、外部企業や自治体様に 
  ご提供しています。 

■まとめ 

 テクノロジーを活用した、新しいホスピタリティも追求しています 

ANAグループは、個社それぞれの事業領域において、 
「ANAクオリティ」で快適性・利便性の追求を行っています。 

 

「移動」以外の価値提供においても社会に貢献 



         

         

                                                                     

３．新しい生活様式や世の中が変化をする中でのアクションとして 
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新しい生活様式や世の中が変化をする中でのアクションとして 

お客様 地域 

①ANAに安心して
ご搭乗ください 

②ANAグループは地域
と正面から向き合って

います 

③ANAグループは、
色々やってますので気
軽にご相談ください 

ANAグループ 

地域活性化のために手を取り合いましょう！ 
ANAグループを少しでも身近に感じてください 
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新しい生活様式や世の中が変化をする中でのアクションとして 

あああああああああああ 
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ご清聴ありがとうございました。 


