日本 KFC が IBM 製品を
用いて、スマホアプリを
軸にした DMP 活用を開始
～ その狙いと戦略に迫る ～

デジタルをフル活用してキャンペーンを展開している日本ケンタッキー・フライド・チキン。
そんな同社が、
オプトの協力の下、
データ統合とデジタルマーケティング強化に向けて
導入したのが
「IBM Marketing Cloud」
だ。
ツール選定の理由、
導入成功のポイント、
そして今後のマーケティング戦略は何か。
日本アイ・ビー・エムが、
日本ケンタッキー・
フライド・チキン 塩谷旬氏、
オプト 伴大二郎氏、
大谷遥氏に切り込む。

みんなに愛されるケンタッキー、
これまでのデジタル施策
[IBM]

データも分散しており、統合的なマーケティングが

日本 ケンタッキ ー・フライド・チキン

困難になってきているという課題が出てきたので

（以下、日本KFC）は、デジタルマーケティング

す。
これを解消したいことがきっかけでした。

支援を営むオプトの協力の下、
「IBM Marketing

Cloud 」を導入されました。本日は、その背景に

[IBM]

ある意図や戦略を伺いたいと思います。
[塩谷]

デジタルマーケティングにおいて、
オプト

さんはどのような協力体制を持たれましたか？

私が 所 属するチームは、大きく分けて

[伴]

デジタルプロモーションとCRM、2つの業務領域が

デジタルを使ったマーケティングが重要に

なる中、事業会社だけでは施策からPDCAまですべ

あります。デジタルプロモーションでは、新商品の

てを回していくことが困難になりつつあります。
こう

発売やキャンペーン時期に合わせて、デジタル上

した中、私どもは企業コンサルティングという形で

での企画展開や広告出稿などにより様々なチャ

事業会社のデジタルマーケティング推進役を担い、

ネルを通じてコミュニケーションを取っています。

価値創出を支援しています。

そして、CRMではこうしたチャネルを通じて“繋がっ
た”お客様との接点を持ち、関係を作り、継続した

[大谷]

コミュニケーションと情報の管理をしています。

から常駐してデジタルマーケティングの支援をして
います。主に、デジタルマーケティング全般におけ

[IBM] その中でなぜ、
IBM Marketing Cloudを

るKPIの設定や効果の可視化などを担当しており、

導入しようとお考えになったのでしょうか？
[塩谷]

日本KFC様に関しては、私が2015年 4月

デジタルマーケティングのPDCAを迅速かつ効率的
に回す役目を担っています。

メールマガジンや公式アプリなど、自社

会員基盤の構築には昔から力を入れてきました。
ですが近年になり、チャネルも増え、施策ごとに

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社
マーケティング部
DIGITAL・CRM推進担当 マネージャー
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塩谷旬 氏

分断されていたメルマガ会員とアプリ会員の情報
[IBM]

[IBM]

先ほど、
デジタル戦略においてチャネルや

施策ごとにデータが分散していたというお話があ
りましたが、
データ規模でいえばどれくらいなので

[塩谷]

しょうか？
[塩谷]

そうした課題はいつごろから顕在化した

のでしょうか？

2015 年 12月末頃です。
この頃「カーネル

という2つに分か
通信」
と
「カーネルPontaクラブ」
れていたメルマガ会員の統合を進めておりました。

LINEやTwitterなどの友だち数は常時変化

アプリ会員とのデータ連携も視野に入れていたた

しており、そのほかにも様々なチャネルがあります。

め、各会員組織の位置付けを明確にしようと考え、

メールマガジンの会員数は250 万人を超えており

大谷さんに相談しました。

ますし、公式アプリも2016年9月には500万ダウン
ロードを達成しました。
ところが先ほどもご説明した

[大谷]

とおり、
これらのコミュニケーションプラットフォーム

具体的には来店調査をして、お客様が

どのチャネルをきっかけに来店するのか実態を調

と、
自社の顧客管理基盤がバラバラで、
マーケティン

べました。
すると、購入者に占めるアプリ会員やメル

グ施策が分断されていたのです。
こうした状況を打

マガ会員のお客様の比率が想定より高いことがわ

顧客管理をステップ
破するため、
お客様IDを統合し、

かったのです。Webやアプリの行動データも含めた

アップしていきたいと考えました。

IDを統合し、個客の可視化を行い、最適なコミュニ
ケーションを行うことが、
お客様とのエンゲージメン
ト構築にとって非常に有用だと考えました。そこを

株式会社オプト
マーケティングマネジメント部
プロジェクトマネージャー

一元化するための強力なプラットフォームが必要だ
ったのです。

大谷遥 氏

膨大なデータ量への対応、
施策の自由度も選定理由
[ IBM ]

様々なプラットフォームがある中で、

[大谷]

時期の話でいうと、2016 年 3月から統合

IBM Marketing Cloudを選ぶに至った経緯とそ

プ ラットフォ ー ム のプ ロ ジェクトが 本 格 化 し

の選定ポイントは何だったのでしょうか？

て、ツールを検 討したのがその年の 5 月くらい。

[塩谷]

IBM Marketing Cloudに決定したのが7月で、
そこか

施策やデータが分散しているという課題

ら短期間で導入を進められました。

に対して、
どのデータを保持するかを含めて検討を
始めたのが2016 年 1月のことです。そのころ丁度、

[IBM]

DMPを活かす方向としてスマートフォン

アプリのダウンロードが進んでいき、2016年5月に

アプリを主軸にすることが決まり、
その目的に合っ

アプリを軸にしてDMPを導入することで方向性が

たツールとしてIBM Marketing Cloudを推薦した

決まりました。

わけですね。

[伴]

[伴]

日本 K F C 様 のお 客 様 にスマートフォン

そうです。まず、日本 KFC 様が全デジタル

ユーザーが増えている状況を受け、当社としても

プラットフォームでお持ちの膨大なデータ量を処理

「モバイルのユーザーエクスペリエンスをいかに

できるスピードを確保できるかがポイントでした。
た

高めていくかがポイント」であると考えてツール

とえば毎年クリスマスの時期に非常に多くのトラン

を検討していきました。IBM Marketing Cloudは

ザクションが発生します。
そのような時にも十分に

この点、モバイル体験を重視した機能が豊富で

処 理 で きる パフォ ー マンス が あるかどうか 、

あり、SDKを通じて顧客行動のモーメントがしっ

日本KFC様に慎重に検討いただきました。

かり把握できます。
この特長を日本 KFC 様も高く
評価され、導入が決定しました。
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それに加え、今 後 展 開する施 策について、ある

[大谷]

程度の自由度があることもポイントでした。
あれは

細かい話になりますが、日本KFC様に

IBM Marketing Cloudをご提案した際に、位置

できるけどこれはできない、
というツールは避けた

情報に基づいたキャンペーンが打てる点も、今後

かったのです。IBM Marketing Cloudはこの点を

の活用を考えると魅力的であるとのお声をいただ

クリアし、
また当社が運用サポートをさせていただ

きました。また、メールの配信を個々のお客様の

く中でミスが起きにくく、運用しやすいことも評価

メール開封時間に合わせて最適化できる機能が

ポイントだったと伺っています。

ある点もご好評でした。

データの収集

データ統合・分析

顧客コミュニケーション活用

複数の顧客接点で取得したデータを収集

データを統合、マネージメント

顧客毎に適切なメッセージ、タイミング、
チャネルでのコミュニケーションを実現

店舗POS

電子メールのパーソナライズ

ポイント会員カード情報

クーポンのパーソナライズ

メルマガ会員情報
Push通知のパーソナライズ

WEBサイト・アプリのユーザー行動

集計サーバ
IBM Marketing Cloud
その他

アプリ位置情報
来店チェックイン情報

SNSコミュニケーションの
パーソナライズ
デジタルアドのパーソナライズ

ネットオーダー情報

サイトコンテンツのパーソナライズ

SNSのファン・友達
WEBのプロモーション実績

顧客IDの統合を進めるための工夫
[IBM]

とは何だろう」
というテーマからCRMの定義を考え、

今 回 の 導 入プ ロジェクトに当 たり、

日本KFC様の社内マネジメントは塩谷さんが中心

「では日本KFCとしてやるべきCRMとは何か」
を考え

になって進められたかと思いますが、
その点で工夫

「DMP」
というキーワードを
てみたり、
まずは
「CRM」

した点があれば教えてください。

浸透させることから始めてみたりと、
いろいろな観点

[塩谷]

から理解を得られるように説明を続けていきました。

会社として、かねてよりデジタルマーケ

また、
おもしろい・新しいマーケティングの取り組み

そのため、社内での
ティングには注力してきました。
‘デジタル’に関する意識はとても高く、大きな追い風

は世の中のニュースになりやすいので、
「他社は○○

になりましたね。

をしているけど、
うちもできないの？」
と聞かれること
もあります。その際に
「私たちはこういった取り組み

一方で、デジタルマーケティングの領域は流れが

を通じて、
××を実現させたいので、
現在こんな準備を

速く、次々に新しい仕組みも登場するので追いかけ

しています」
と状況を説明できるようにしました。
する

るのは大変です。
どうしても現場のマーケターやマ

と、今後の活動を見据えた取り組みをしている、
と社

ネジメント層、その他の領域担当など、立場によっ

内からの理解を得やすいと感じました。

て情報量に差はついてしまいます。そのギャップを
埋めるためにじっくり腰を据えて、社内に対して説明

[伴]

していく必要はありました。
たとえば、
「そもそもCRM

を経営層に対して随時共有していただいたことも、

加えて、CRM基盤構築のプロジェクトの進捗

今回の導入のポイントだったと思います。
株式会社オプト
マーケティングマネジメント部
マネイジングディレクター兼ブランドコミュニケーション・アナリティクス部
部長

伴大二郎 氏
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「即断・即決・即実行」
で進んだデータ統合
[IBM]

ないですし、ならば「即実行！」
ということで新しい

先ほどのお話ですと、
これまで分散してい

マーケティング活動に乗り出すことができました。

たデジタルユーザーの情報を統合することが今回
のプロジェクトの肝だったと思いますが、
その点に

[ IBM ]

関しての工夫や苦労はいかがでしょうか ？
[伴]

データ活用の観点では、現場のデータ

サイエンティストが「他部門のデータを活用したい
けど、協力が得られない」
という課題でつまずくこと

I D 統 合プロジェクトの 場 合 、部 門 間 の

セクショナリズムが顕在化するケースもあります。

が多いのですが、
日本KFC様の場合そうしたケース

日本 KFC様の場合、
そういうことはなく、各部門が

がないというのは、強みですね。

協力的に進めてくださったので、非常にスムーズで

[大谷]

した。
[塩谷]

この取り組みに至るまで約1年半という

期間を日本KFC様とご一緒させていただき、情報シ
ステム部の皆様や各ベンダー企業など、
データ統合

当社は社員に対して
「即断・即決・即実行」

を標榜しており、
その方針は浸透しています。
いくら

プロジェクトに関係する方々とじっくり信頼関係を

綿密に下準備をしても必ずしも成功するとは限ら

築けたことも大きかったと思います。

購買前後の顧客行動を把握し、
エンゲージメントを深化
[IBM]

導入を開始して約半年ですが、
これからは

[伴] これからのデジタルマーケティングは、一貫

どのような取り組みをお考えですか？
[塩谷]

した顧客体験をどう作っていくかが鍵になると思い
ます。IBM Marketing Cloudで、今後の施策に必要

今回、統合 IDを用いてお客様を統合的に

な要素は準備できましたので、今後の日本KFC様の

見られるようになることで、
アプリの起動やソーシ

顧客体験をより良いものとするべく、共に歩んでい

ャルでの行動など、購買前後の顧客の行動もある

きたいですね。

程度、把握できるようになります。
こうした行動を
分 析し 、将 来 的 には 、個 々の お 客 様 に 最 適 な

[大谷]

タイミングで最適なメッセージを送信し、
よりエンゲ

を回してマーケティング効果を向上させることな

ージメントを深化させたいと考えています。

ので、IBM Marketing Cloudを用いて、結果の出る

そうですね。当社の得意分野は、PDCA

コミュニケーション作りをしていくことが当面のミッ
ションだと考えています。

「IBM製品は遠い存在」
は思い込みだった！ 成功例を作っていきたい
[IBM]

これからデジタルマーケティングをさらに洗練させて

最後に、私共、
日本IBMに対して期待やご要

いくために、成功事例を作っていきたいという思いが

望があればお話しいただけませんか?
[塩谷]

あります。
その時、
「IBM Marketing Cloudを活用す

実は最初にオプト様からツールの提案を

ることで、
当社でも様々なことにトライできている」
と

受けた時、
「IBM社の製品なんて、私たちが活用できる

アピールできればいいですね。
そんな事例をどんどん

ものではない」
というのが率直な感想でした。
もっと

作りたいです。

いえば、遠い存在だったわけです
（笑）。
ところが実際
にオプト様の協力を得て導入してみると、思ったより

[IBM]

も身近な存在で驚きました。

をしっかりご支援できるよう一層努めていきたいと思

私共も、
日本KFC・オプト両社のお取り組み

います。本日は、
ありがとうございました。
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