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多様化するニーズにお応えする
ANA Cargoの

シリーズ
グローバルビジネスに「最優先の保証」でお応えする
ANA Cargoの［PRIO]シリーズ。
お客様の大切な貨物をより速く、より確実に、
世界の物流拠点へお届けします。

緊急輸送に対応した輸送サービス

幅広い車種に対応する自動車輸送

予約便への100%搭載保証

美術品や楽器などのデリケートな貨物を安全に輸送

温度管理コンテナ＋医薬品専用ハンドリングで品質を守る

輸出の通関業務を代行

さまざまな貨物・温度帯に幅広く対応

地方空港から通関業務を代行

衝撃リスクに配慮した精密機器のための航空輸送
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通関手続きを依頼する

指定の便で確実に運ぶ

特定の温度で運ぶ

特殊な貨物を運ぶ

急ぎの貨物を運ぶ
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PRIO EXPRESS の3つのPOINT

緊急輸送に対応した
輸送サービス

出発の120分前まで予約、出発の60分前まで受託、到着から
90分以内に引き渡し可能。予期せぬお急ぎ貨物に対応します。

出発の120分前まで
予約可能

ご予約いただいた便へ
100%搭載保証

出発の60分前まで
受託可能

重量・サイズ制限※が
ありません

到着から90分以内に
引き渡し可能※

危険品、動植物、貴重品等、
すべてを受託可能です

対象路線・品⽬

対象路線 ANAグループ運航便

対象品⽬ ⼀般貨物、⽣鮮品（冷却⽤ドライアイスが⼊っている
場合は除く）

受託できない品⽬ 危険品（冷却⽤ドライアイス含む）、動植物、貴重品、
ご遺体等の特殊ハンドリングが必要な貨物

重量・サイズ制限

AWB当たり300kgまで
貨物1個当たり100kgを上限として航空機のBULK室
に搭載できる大きさを限度とします。
※空港によって、取り扱い可能重量に差異がございます。

出発の120分前まで予約を受け付けておりますの
で、緊急の輸送要望にも迅速に対応することがで
きます。

PRIO FREIGHTでご予約いただいた貨物は、ご
予約便に必ず搭載されますので、輸送遅延を気
にせず安心して輸送することができます。

出発の60分前まで受託可能なため、貨物の輸送
にかかる時間が大幅に短縮されます。

重量制限、サイズ制限がないため、他のサービス
では受託できない重量物や大型の貨物も輸送す
ることができます。

PRIO EXPRESSで受託された貨物は最優先で
取り降ろしを⾏うため、実到着時刻から90分以内
にAWB、書類引き渡し、貨物が税関申告できる状
態になります。

品目による受託制限はございません。

POINT 1 POINT 2 POINT 3

※便到着時間が税関執務時間外にあたる場合、規定時間内
の引き渡しができない場合があります。

※時間は各到着空港のサービススタンダードに準じます。

※航空機の貨物室に搭載できるサイズ・重量を限度とします。
実際に利用できるスペースは予約時にご確認ください。

PRIO FREIGHT  の3つのPOINT

予約便への
100%搭載保証

サイズ、重量、対象品⽬に制限なく、予約便への100%搭載保
証を提供します。お客様の「届けたい」を最優先で実現。

対象路線・品⽬

対象路線 ANAグループ運航便

対象品⽬ 危険品（冷却⽤ドライアイス含む）、動植物 、 貴重品、
ご遺体等を含むすべての貨物

受託できない品⽬ なし

重量・サイズ制限
航空機の貨物室に搭載できるサイズ・重量を限度と
します。実際に利⽤できるスペースは予約時にご確認
ください。

POINT 1 POINT 2 POINT 3

急ぎの貨物を運ぶ 指定の便で確実に運ぶ

03 04



PRIO TEMP  のハンドリング

⽣鮮品や冷凍品、化学品といった温度管理が必要な貨物に幅
広く対応。ドライアイスや充電式コンプレッサー、特殊蓄冷剤か
ら、ご要望に合った温度管理方式をお選びいただけます。

お客様の大切な貨物を受託から到着後の引き渡しまで、すべての⼯程において大切に取り扱います。

※空港施設要件によります。
※温度チェックは、積み付け時、上屋搬出

時・機側到着時にも⾏います。
※空港施設要件によります。

直射⽇光・外気を極⼒避けた環境で、積み付
けを⾏います。

医薬品専⽤スペースにて受託い
たします。 指定された温度帯の温調庫で蔵置します。

直射⽇光・外気を極⼒避けた環
境で、積み付けを⾏います。 上屋搬出から航空機搭載まで、温度管理され

た状態を保ち、搬送に要する時間は最⼩限に
とどめます。

指定された温度帯の温調庫で
蔵置します。3時間ごとに温度の
チェックを⾏います。

上屋搬出から航空機搭載まで、
温度管理された状態を保ち、搬
送に要する時間は最⼩限にとど
めます。

積 付受 託 蔵 置積 付 搬 送蔵 置 搬 送

温度管理コンテナのラインナップ

充電式コンプレッサー：0℃〜25℃
ドライアイスタイプ：-20℃〜20℃

コンテナ：2℃〜8℃
ボックス：2℃〜8℃、-20℃〜-15℃、
-25℃〜-20℃

-25℃〜-15℃、2℃〜8℃、
15℃〜25℃

-5℃、5℃
Envirotainer社製コンテナ IceBattery®︎コンテナ・ボックス va-Q-tainer 当社所有ドライアイスコンテナ

温度管理コンテナのラインナップ

（旧称 ： PRIO PHARMA）

充電式コンプレッサー：0℃〜25℃
ドライアイスタイプ：-20℃〜20℃

（旧称 ： PRIO IB）

コンテナ：2℃〜8℃
ボックス：2℃〜8℃、-20℃〜-15℃、-25℃〜-20℃

（旧称 ： PRIO COOL）

-5℃、5℃

Envirotainer社製コンテナ IceBattery®︎コンテナ・ボックス 当社所有ドライアイスコンテナ

温度管理コンテナ＋医薬品専⽤ハンドリングで
品質を守る

各種アクティブ型、パッシブ型温度管理コンテナをご用意。医薬
品に特化したハンドリングにより、安⼼の輸送をご提供します。

PRIO PHARMA  のハンドリング
お客様の大切な貨物を受託から到着後の引き渡しまで、すべての⼯程において大切に取り扱います。

PRIO PHARMA  の3つのPOINT PRIO TEMP  の3つのPOINT

2-8℃、15-25℃等の
指定の温度で⻑時間輸送

冷蔵から冷凍まで、
幅広い温度に対応

コンテナに加え、
⼩⼝⽤ボックスもご⽤意

ドライアイスや特殊蓄冷剤等、
要件に合わせて選択可能

医薬品専⽤ハンドリングで
安⼼の輸送

⼀貫した温度管理を実現

POINT 1 POINT 1POINT 2 POINT 2POINT 3 POINT 3

さまざまな貨物・温度帯に
幅広く対応

特定の温度で運ぶ 特定の温度で運ぶ

Photo : Envirotainer AB Photo : Envirotainer ABPhoto : va-Q-tec AG

※空港施設要件によります。
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PRIO VEHICLE の3つのPOINTPRIO SENSITIVE  の3つのPOINT

幅広い⾞種に対応する
⾃動⾞輸送

衝撃リスクに配慮した
精密機器のための航空輸送

PRIO SENSITIVE  のハンドリング

熟練スタッフと当社フレイターネットワークを活用した自動車輸
送。コンパクトカーからSUVまで幅広く対応し、モーターショー
から試験用まで、世界各地の各場⾯へお届けします。

衝撃リスクに配慮したハンドリングを実施することで、ショック
ウォッチ、ティルトウォッチ付きの半導体製造装置や医療機器な
どの輸送に対応。

お客様の大切な貨物を受託から到着後の引き渡しまで、すべての⼯程において大切に取り扱います。

シカゴ発着のフレイター便はエアラインチャーターで運航しており
ます。

コンパクトカーからSUVまで、
どの⾞種のサイズにも幅広く対応

半導体製造装置や医療機器などの
精密機器の輸送に対応

当社フレイターネットワークで、
各国、各都市を迅速に横断

衝撃リスクに配慮した
ハンドリング

⾞両の特性に応じた安⼼・安全な
ハンドリングを実施

発着空港、経由空港でチェック
シートを活⽤したモニタリング

対象路線・品⽬対象路線・品⽬

対象路線 ANAグループ運航便（貨物便のみ）
※エアラインチャーター便含む

対象品⽬ ⾃動⾞（四輪）

重量・サイズ制限

貨物専⽤機（フレイター）のメインデッキに搭載できる
サイズ・重量を限度とします。
梱包された⾃動⾞につきましてはご相談ください。実
際に利⽤できるスペースは予約時にご確認ください。

対象路線 ANAグループ運航便

対象品⽬ ショックウォッチ、ティルトウォッチのいずれか、又はそ
の両方が貼付されたスキッド貨物

重量・サイズ制限
航空機の貨物室に搭載できるサイズ・重量を限度と
します。実際に利⽤できるスペースは予約時にご確認
ください。

フレイターのメインデッキを活⽤することで、様 な々
種類やサイズの⾞種に対応。実際に搭載できる大
きさや形状につきましては、随時ご相談いただけ
ます。チェックシートを活⽤しショック

ウォッチ、ティルトウォッチの状態
を確認。

空港内ドーリー搬送時の配慮(低速⾛
⾏、段差を極⼒避けた⾛⾏)。

フォークリフト作業の配慮(低速
⾛⾏)。安全な場所での積み付
け作業。

空港内ドーリー搬送時の配慮
(低速⾛⾏、段差を極⼒避けた
⾛⾏)。

フォークリフト作業の配慮（低速⾛⾏）。
安全な場所での積み付け作業。

到着時刻から180分以内に、書
類引き渡し、貨物の税関申告が
できる状態にいたします。

主要都市や⾃動⾞産業が盛んな国、都市（アメリ
カ／シカゴ、タイ／バンコク、中国／広州など）に
加え、当社フレイター就航空港への輸送が可能で
す。

ご依頼の⾞種や形状に合わせ、傷やダメージを
配慮したハンドリングを実施。お客様のご要望に
応じたオプションも承りますので、営業担当にご相
談ください。

受 託

搬 送

積 付 出 発 到 着

引 渡

搬 送

解 体

POINT 1 POINT 1POINT 2 POINT 2POINT 3 POINT 3

特殊な貨物を運ぶ特殊な貨物を運ぶ

※便到着時間が税関執務時間外にあ
たる場合、規定時間内の引き渡しがで
きない場合があります。※時間は各到着
空港のサービススタンダードに準じます。
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PRIO ART の3つのPOINT

美術品や楽器などの
デリケートな貨物を安全に輸送

海外から借り受けた美術品やコンサートのための楽器の輸送な
ど、特別な配慮を要する貨物のための輸送サービス。

美術品や楽器などの
デリケートな貨物を
安全に輸送いたします

施錠された場所での保管など、
荷主様が安⼼できる
セキュリティを提供いたします

湿度管理、振動対策など、
貨物に応じて
柔軟に対応いたします

対象路線・品⽬

対象路線 ANAグループ運航便

対象品⽬ 美術品全般（楽器を含む）

重量・サイズ制限
航空機の貨物室に搭載できるサイズ・重量を限度と
します。実際に利⽤できるスペースは予約時にご確認
ください。

美術品や楽器といった、通常の輸送では取り扱
いが難しいデリケートな貨物もPRIO ARTなら安
全・丁寧に輸送することができます。

お客様が安心して貨物を任せられるよう、お客様
のご要望に応じたセキュリティ対策をご⽤意いた
します。

貨物の特徴に合わせて湿度管理や振動・衝撃対
策などを施し、大切な貨物の品質をお守りいたし
ます。ご予約の際にご相談ください。

POINT 1 POINT 2 POINT 3

フレイトサポート
センター（羽田）

国内線
ネットワーク

PRIO CONNECTION（日本発）輸送の流れ 広島県荷主工場発→羽田空港→香港 展開イメージ

経由地の羽田で通関を
行うため、地方空港に
施設／通関体制は不要

ANA羽田発深夜便との
組み合わせにより、地方から
アジアへ翌日配送を実現

国内18地方空港において、
内国貨物として
受託／引渡を実現＋

集荷

未通関貨物を
直接搬入

国内フォワーディング業務

国内航空輸送 国際航空輸送

荷主工場

手倉業務 空港上屋業務 空港上屋業務

香港空港広島空港 羽田空港

フォワーダー様の輸出に関わる
手倉業務（検量、ラベリング等）をサポート

フレイトサポート
センター

（羽田、関西、沖縄）
未通関貨物の搬入荷受から航空機への搭載までの

すべての工程をANA貨物上屋内で実施

PRIO STRAIGHT輸送の流れ 首都圏近郊荷主工場発→羽田空港深夜便（沖縄貨物ハブ）→香港 展開イメージ

集荷

未通関貨物を
直接搬入

搬入・
解体

航空機
取り降ろし

個数
確認

優先
引渡

手倉 ／ 通関

荷主工場

優先
受託 積 付 航空機

搭載

空港上屋業務 空港上屋業務

香港空港羽田空港

貨物
搬入

検量・
検尺

ラベ
リング

輸出
通関

貨物
搬出

輸出の通関業務を代行

地方空港から通関業務を代行

輸出の手倉・通関業務を代行

国内18箇所の地方空港で
受託可能

夕方までの搬入で翌朝には
アジア圏に到着

輸出の手倉・通関業務を代行

他のPRIOシリーズと組み合わせて、
幅広いニーズに対応可能

他のPRIOシリーズと組み合わせて、
幅広いニーズに対応可能

POINT 1

POINT 1

POINT 2

POINT 2

POINT 3

POINT 3

特殊な貨物を運ぶ 通関手続きを依頼する
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