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持続可能な開発目標
（SDGs）への取組み

（SDGs）」が掲げられました。日本 KFC

ホ ー ル デ ィ ン グ ス グ ル ー プ は、SDGs

せいちょうを助ける

から、
環境活動、地域・社会活動、事業

報告対象組織

が 採 択 さ れ、
「持 続 可 能 な 開 発 目 標

（全体最適）

トでは、報告対象期間中の活動の中

18-21 WITH the Customer ̶ お客さまとともに

能 な 開 発 の た め の 2030 ア ジ ェ ン ダ」

さ

載することといたしました。本レポー

報告するように努めました。

2015 年 ９ 月、国 連 サ ミ ッ ト で「持 続 可

いてきの実現

PDF 形式で当社ホームページ上に掲

とりあげ、できるだけわかりやすく

32-33 WITH the Stakeholder ̶ 健全な企業統治のために

スローガン

CSR レポート 2018」とし、紙媒体と、

活動など、主たる CSR 活動を中心に

29-31 WITH the Earth — 地球環境とともに

私たちはこれからも「豊かな食」
をご提供し続けてまいります。

い

ています。2017-18 年度版は、名称を
「日本 KFC ホールディングス株式会社

26-28 WITH the Society — 地域・社会とともに

みなさまに信頼され、
愛される企業であり続けるために、

お

CSR 活動に関するレポートを作成し

18-31 CSR活動報告

“本当のおいしさ”を通じて人々をしあわせにすることを使命として企業活動を行っています。

われる前に進んで動く

解 いただくために、2006 年度より

いステークホルダーの皆さまにご理

12-17 カーネルの信念を受け継ぐ者たち

日本KFC ホールディングスグループは、
「おいしさ、
しあわせ創造」
を理念に掲げ、

客さまの目線に立つ

4-7 トップメッセージ

日本 KFC ホールディングス株式会社

9-11 夢と信念に生きた人 カーネル・サンダースの生涯

Slogan

● 食の「安全・安心」
を通じ、人々の
健康づくりに寄与し社会に貢献する。
● おいしさを創造し、お客様に楽しく、
豊かで、
しあわせな生活を提供する。
● このビジネスで働く人々を
しあわせにする。

3 編集方針 / SDGs紹介 / 目次

は、当社が実践する CSR 活動を幅広

9-17 特集 カーネル・サンダースとKFCのCSR

おいしさ、
しあわせ創造

ミッション・ステートメント

編集方針

8 ５つのCSR 活動

日本KFCホールディングスグループ

Mission
Statement

2 企業理念

を企業理念「おいしさ、しあわせ創造」
を実現する上での重要課題と認識し、
事 業 活 動 が SDGs の 目 標 達 成 に つ な

がるようにさまざまな取組みを推進し

てまいります。 ※詳細は34ページにあります。
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日本KFCホールディングス株式会
キン
（KFC）
を報告対象としています。

報告対象期間
2017 年 4 月 か ら 2018 年 ５ 月 ま で
の活動を、基本的な報告対象期間と
しておりますが、一部当該期間外の
活動についても報告しています。

トップメッセージ

私たち日本KFCホールディングスグループは︑

tOP MESSAGE

﹁おいしさ︑しあわせ創造﹂をめざして︑

これからも改革と挑戦を続けてまいります︒

2018CSR

「おいしさ」を通じて
しあわせの輪を広げたい
日本KFCホールディングスグループは「おいしさ、しあわせ創

造」を企業理念に掲げ、「本当のおいしさでお客さまをしあわ
せにすること」、そして「このビジネスに関わるすべての人を
しあわせにすること」をめざしています。

私たちが一番大切にしていることは、最高の商品を最高の状

態で心をこめて提供し、お客さまに喜んでいただくことです。
そして、そのことによって自分たち自身もまたうれしく、しあ
わせな気持ちになることができるのです。まさに「しあわせの

輪」を広げていくこと。それこそが私たちの目標であり、KFCの
創業者、カーネル・サンダースの想いそのものです。カーネル
から受け継いだ「おいしさで人をしあわせにしたい」「お客さ
まに喜んでいただくためには努力を惜しまない」という信念に

ゴールはありません。言わば、私たち日本KFCホールディングス
グループの永遠のテーマと言えるでしょう。

また、私たちは外食産業として食品を扱っています。人間が

生きていくうえで欠かすことのできない根源的なものである

「食」に携わり、安定的に皆さまに食べものを提供すること、
さらには飢餓のない世界をめざすことも、私たちが企業として
果たすべき大切な使命のひとつであると考えています。時代と
ともに社会全体のあり様は大きく変わり、さまざまなイノベー
ションが起こっています。私たちはそうした変化にしっかりと
対応し、自動化、効率化できるところはいち早く最新技術を取
り入れてサービスの向上に努めます。その一方で、カーネル秘
伝の手づくりレシピをはじめ、手をかけるべきところにはきち
んと手をかけて、これからも「おいしさとしあわせの輪」を広
げていきたいと考えています。

安全・安心なおいしさの
提供をめざして
”食”を扱う企業として私たちの最大の使命は、安全でおいしい

商品を安定的にお届けすることです。私たちが行っているビジ

ネス活動自体がCSR（企業の社会的責任）の最重要項目であると
認識しています。昨今、食を取り巻く環境は凄まじいスピード
で変化し、一人住まいや共働き世帯の増加ともあいまって、時
間を節約できるもの、より便利なものへと消費スタイルが移っ
てきています。そういったなかで外食産業が果たす役割は今

後、さらに大きくなっていくと考えられます。私たちはこれか
らも「安全、安心なおいしさ」の提供に力を注ぎ、外食企業と
しての責任を果たしていく所存です。

環境保全活動も、企業として取り組むべき重要なCSR活動のひ

とつです。私たちはこれまでリデュース、リユース、リサイク

ルの３Ｒに真摯に取り組んできました。そして2017年からは、
「持続可能なパーム油のための円卓会議」によりRSPO認証
(Mass Balance) を得たパーム油を調達しています。パーム油の生
産地では環境破壊が問題となっていますが、認証パーム油を購
入することで、マレーシアやインドネシアをはじめとする生産
国の環境保全に寄与できればと考えています。

日本 KFC ホールディングス株式会社
代表取締役社長
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社会環境という面では、フードロスも大きな問題です。これ

近藤 正樹

まで私たちは、お客さまがご来店された際に最高の状態の商品
をスピーディーに提供することを第一に考えてビジネスを行っ
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トップメッセージ

tOP MESSAGE
てきました。しかし、フードロスを減らしていくためには、こう

して勤務された方に転居先の店舗を紹介したり、主婦の方が１日

す。私たちはフードだけでなく、
それにともなって発生する包装

だきやすい人事規程や福利厚生制度をさらに整備していく予定

２時間、３時間から働けるようにするなど、女性に活躍していた

した点の見直しを含め、
思いきった施策を実施する必要がありま

です。また、女性をどんどん店長に登用して、その力を現場で

紙の廃棄量削減も含め、
資源のムダ使いを減らすための努力をこ

活かしてもらおうと考えています。

れからも続けてまいります。

女性が働きやすい職場は、男性にとってもシニアの方にとっ

現場力を高め、
その先の「おいしさ」へ

ても働きやすい環境となりますから、今後もダイバーシティ推
進の一貫として女性活躍推進に力を注いでいく所存です。

お客さま、従業員の皆さんとの
対話を大切に

KFC ブランドにおいて商品の調理現場である店舗にはさまざ

まなリスクがともないます。ですから、店舗の安全もまた、この
ビジネスの重要なポイントです。お客さまも従業員も安全・安

お客さまや株主の方々、お取引先、従業員の皆さんをはじめ

心に過ごせるよう、私たちはこれまで店舗設計に細心の注意を

払い、安全教育を徹底してきました。しかし、安全・安心のその

とするステークホルダーの皆さまとの信頼関係を築くことも、

全国の KFC1,153 店舗※は１店１店がブランドの顔であり、お

2016年から全国で開催している「タウンミーティング」もそ

CSRの重要なポイントであると私たちは考えています。

先にある「おいしさ」の追求に終わりはありません。

客さまにとってはその店が KFC の代表です。ですから、お客さ

のための活動のひとつです。私どもマネジメントに携わる者

た来たい」と感じていただくためには、それぞれの店舗が魅力的

ニーズを直接伺い、お応えしていくことは非常に重要だと考え

が、お客さまから、商品やサービスなどへのご意見やご要望、

まに「入ってみたい」
「あってよかった」
「おいしい」
「楽しい」
「ま

ています。

な存在にならなければなりません。そのために、私たちは今ま

また、現場の課題や問題点を一番よく知っているのは日々、

で以上に人財教育に注力していこうと考えています。そのひと
つとして、店舗に配備したタブレットで、いつでも調理方法や

お客さまと接している店舗従業員の皆さんですので、KFCをお

しました。このシステムの導入により店舗従業員の皆さんの理

国３万2,000人の店舗従業員の皆さんとのコミュニケーションが

客さまに愛されるブランドとして磨きあげていくためには、全

サービスのポイントなどが学べる動画学習システムをスタート

欠かせません。

解度が増し、従業員同士のコミュニケーションも今まで以上に

KFCでは店舗で核となって活躍されているパートやアルバイ

活発に行われるようになってきています。小さなことですが、
こうした試みを通じて働く人たちが自信をもって「このブラン

トの皆さんにご参加いただく「シフトマネージャーコンベン

ています。

舗を支えてくれている皆さんに感謝の気持ちを伝え、信頼関係

ド、この店は素晴らしい」と思える環境を整えていきたいと考え
※ 2018 年３月 31 日現在

女性がイキイキと輝ける
職場づくりを

ション」を各地で開催していますが、この集いもまた全国の店

とのできる社会をつくっていくために取り組んでいかなければ

を深めたいとの思いから始めた活動のひとつです。シフトマ

ていく所存です。

ネージャーコンベンションはこの２年間に33回開催し、のべ

KFCブランドの主たるお客さまは女性であり、店舗で働いてい

る従業員の方々も過半数が女性です。そういった中で女性がイ
発展に欠かせない重要な課題のひとつです。

私たちは女性の視点を積極的に事業運営に取り入れることが

新たな価値創造に繋がるものと確信し、女性の活躍推進を経営

ンの調理体験をしていただく「KFC キッズスクール」や「調理体験

店舗の皆さんと分かち合っていきたいと考えています。

す。一例として、SDGs でも課題のひとつに挙げられている喫

やチキンのおいしさを知っていただくために、オリジナルチキ

教室」を開催しているほか、小さなお子さまにも食べやすい新メ

いることを徹底しつつ、活動の輪を広げていこうと考えていま

ニューの開発にも力を注いでいます。

2020 年へ向け、
外食の新たな可能性に挑戦

煙については、
2019 年３月までには 100% 全国全店全席禁煙を
予定しています。 ( 現在の禁煙率：98%)

SDGs は我々企業はもちろん、
社会全体が取り組んでいかなけ

今、企業には国連で採択された「SDGs（持続可能な開発目標）
」

の最重要課題に掲げてさまざまな施策に取り組んできました。

や気候変動抑制に関する「パリ協定」などの目標達成に向けて、

店舗を選べる「限定社員制度」を導入。以前KFCでアルバイトと

れた 17 の目標、169 のターゲットを人々がしあわせに暮らすこ

例えば、2016年には店舗で働く方々が自分の働きやすい地域や

私たちはこれまでも飢餓や貧困、健康、環境などの課題に取

り組んできましたが、今後はゴールを見据え、すでに実践して

社会的課題である
「SDGs」への取組み

キイキと働くことのできる職場をつくることは、当グループの

さまにご利用いただいています。そうした皆さまに食の楽しさ

3,000人にご参加いただきました。私たちは今後も、こうした機
会を設けてカーネル・サンダースから受け継いだ信念と情熱を

また、KFC ブランドはお子さまからご高齢の方まで幅広いお客

ならない重要なテーマと認識し、その達成のために努力を続け

さまざまな役割が期待されています。私たちは SDGs で掲げら

ればならない根源的な課題です。ですから、拙速に事を運ぶの

創業 50 周年を迎える 2020 年へ向けて、日本 KFC ホールディン

ではなく、長期的な視野で一つひとつ着実に取り組んでいきた

グスグループは大きく動き始めています。2016 年には成長戦略

いと考えています。

のひとつとしてタイ国内の KFC 事業に参画。2017 年には横浜市み

なとみらいに本社を移し、風通しの良いオフィスを実現しました。

お客さまの期待に応える
新たな商品、
サービスを

さらに 2018 年３月には「和食・酒 えん」、
「おぼん de ごはん」ブ

ランドをはじめとする飲食店舗を展開している株式会社ビー・
ワイ・オーと資本・業務提携を行い、新たな事業機会の創出、企

私たちはこれまで、
飼料からこだわって育てたトレサビリティ

業価値の向上をめざした活動を開始しました。

の明確な国内産チキンを100％使用し、
さらに100%植物油を使

私たちは、これからも「本当のおいしさ」を通じて、お客さま、

用して、
カーネル・サンダース秘伝のレシピでお店で手づくりの

KFC ファミリーの皆さまをしあわせにする企業をめざします。

るお客さまのニーズに応えてきました。その基本姿勢に変わりは

となる新・中期経営計画の策定を進めています。この新３ヵ年

おいしさを提供することで、
安全・安心や健康的な食生活を求め

このあり姿を実現していくために現在、次の３年間の活動指針

ありませんが、
高齢化、
小世帯化が急速に進む中、
商品を少量ずつ

計画の１年目となる 2018 年については、さらなる成長へ向け足

こまめにおいしくつくる調理技術も必要とされる時代となってき

元をしっかりと固めていく年と位置づけ、組織変更を実施する

ました。そこで、
私たちは原料や製法などの基礎研究を行う部署

とともに人事を刷新しました。新体制のもと、私たちはこれか

として
「研究開発部」
を新設。その研究成果を多様化するニーズ
2017年5月 札幌タウンミーティング

2017年10月 シフトマネージャーコンベンション
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女性社員が中心の「アセット改善プロジェクト」

らも伝統を大切に守りつつ、外食事業の新たな可能性を拓くた

にお応えできる新商品開発や調理法の開発に役立てています。

めに挑戦を続けてまいります。
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５つのCSR 活動

日本 KFC ホールディングスグループの CSR 活動
日本 KFCホールディングスグループは、
事業活動を通じて社会に貢献することが
企業としての社会的責任を果たす最重要課題であると認識しています。
私たちはまた、
社会の一員としてお客さまや従業員、
お取引先、
地域社会の皆さまをはじめとする
ステークホルダーの方々がしあわせを感じられる店舗、
社会の実現をめざして

特集

カーネル・サンダースとKFCのCSR

「心をこめた手づくりの料理で、
しあわせを分かち合いたい」。

KFCの創業者、
カーネル・サンダースから受け継いだこの思いを

「おいしさ、
しあわせ創造」
という企業理念に込めて、
日本KFCホールディングスグループは創業以来、

安全・安心でおいしい食事を心を込めて提供してきました。

私たちはこれからも、
カーネルの情熱と信念を活動の原点として、

さまざまな活動を行っています。

社会に対する責任を果たしてまいります。

WITH the Customer ̶ お客さまとともに
私たちは、お客さまの健やかな暮らしをサポートするために
安全・安心でおいしい商品、快適なサービスの提供に努めています。

WITH the Employee — 仲間たちとともに
私たちは、
このビジネスに関わるすべての人々のしあわせを願い、
働きやすく、働きがいの感じられる組織、制度、環境づくりに取り組んでいます。

WITH the Society — 地域・社会とともに
私たちは、誰もが心豊かに暮らすことのできる社会の実現をめざして、
食育やチャリティー活動をはじめとするさまざまな社会貢献活動を行っています。

WITH the Earth — 地球環境とともに
私たちは、かけがえのない地球環境を守るために、
その保全活動に取り組み、持続可能な社会の実現をめざしています。

WITH the Stakeholder — 健全な企業統治のために
私たちは、
ステークホルダーの皆さまとのコミュニケーションを大切に、
透明性の高い企業経営を行うことで、企業としての持続的な成長・発展を実現してまいります。
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特集 カーネル・サンダースとKFCのCSR

夢と信念に生きた人
カーネル・サンダースの生涯。
お客さまに 100％ご満足いただくためにどんな努力も惜しまなかったカーネル・サンダース。
その真摯な姿勢が世界中で愛される KFC ブランドをつくりあげました。

苦難を乗り越え、再スタート
カーネルが65歳の時、近くにハイウェイができたことからサンダース・カ

フェの客足は激減。やむなく店を売却したカーネルは車に圧力釜とスパイスを

わりに１羽につき５セントを払っても

1904 年 学校をやめて農場を手伝う。
(14 歳） 後に市電の車掌となる。

フランチャイズシステムの礎が

1906 年 陸軍に入隊し、キューバで勤
(16 歳） 務。

らう ー 現在の外食産業における

生まれたのは1950年代。

1907 年 除隊。以後、機関車修理工、ボ
(17 歳） イ ラ ー 係、機 関 助 手、保 線 区
員、保険外交員、オハイオ川を
運行するフェリーボートの経
営、タイヤのセールスなどさ
まざまな職業に従事。

で600店を超えるチェーン店
へと成長しました。

カーネル・サンダース）は、７歳の時に初めてライ麦パンをひ

1929 年 大恐慌。ケンタッキー州ニコ
(39 歳） ラスビルで所有していたガソ
リンスタンドを売却。

とりで焼き上げ、工場で働く母のもとへと届けました。母や工
場の人々は、その見事な出来映えを大絶賛。ハーランド少年に
とって、それは手づくりの楽しさ、人をもてなす喜びを知る初

1930 年 ケンタッキー州コービンに
(40 歳） ガソリンスタンドを開業。後
に食堂とモーテルを併設。

めての出来事でした。

しあわせを分かち合うビジネス
料理の味、サービスの質、清潔さ。

るレストランとは、決して契約しなかっ

1941 年 コービンに 147 人収容のレス
(51 歳） トランを再建。

た。「私のフランチャイズ店のオーナーた

1949 年 元従業員のクローディアと
(59 歳） 結婚。

たカーネル。彼は晩年こう語っていまし

お客さまに「手づくりのおいしさ」
を

ちは働き者で熱心で正直で働きやすい人たち

です。そうした人たちを信用し、大切にすること

10歳の頃からさまざまな職業を転々としたハーランドは1930

が本当の意味で成功の重要な鍵でした」「私は、多く

年、40歳でガソリンスタンドを開業。ほどなくお客のために食

の人たちを幸福や繁栄に導くような素晴らしいことを

事を提供する６席だけのレストラン「サンダース・カフェ」を

始められたことを誇りに思います」。人と人との信頼

オープンしました。アメリカ南部の人たち特有のもてなしの心

を何よりも大切にしたカーネルの思いは、KFCビジネス

「サザン・ホスピタリティ」に満ちあふれた細やかなサービス

に携わる人々へと脈々と受け継がれています。

と手づくりのおいしい料理はまたたく間に評判となり、レスト
は1935年、ケンタッキー州の知事から名誉称号の「カーネル」
を授けられました。

1935 年 州知事から「カーネル」の名
(45 歳） 誉称号を受ける。
1939 年 「オ リ ジ ナ ルチ キ ン 」の 調 理
(49 歳） を完成。その後、コービンの
食堂とモーテルが焼失。

このうちのどれかひとつでも欠けてい

ランは大盛況。地域社会への貢献が高く評価され、ハーランド

インディアナ州クラーク郡
ヘンリービルで誕生。

1900 年 家族を助けるため学業のか
(10 歳） たわら、
農場で働く。

「オリジナルチキン」のつくり方を教える代

人気を博し、1963年には全米

幼い頃に父を亡くしたハーランド・サンダース少年（のちの

1890 年

積み込み、各地のレストランを訪問する旅に出ました。

カーネルのチキンは各地で

７歳で知った「もてなす喜び」

Colonel’s History

世界の KFC ブランドへ
90歳まで元気に世界中を飛び回り、粉まみれになりなが

1952 年 ユ タ 州 の ピ ー ト・ハ ー マ ン
(62 歳） が最初のフランチャイジー
に。
「ケンタッキーフライドチ
キン」
ブランドが誕生。
1955 年 ケンタッキーフライドチキ
(65 歳） ンコーポレーション設立。
1956 年 近くにハイウェイが建設さ
(66 歳） れたため客が激減、レストラ
ンを売却。11 スパイスと圧力
化の始まり。

1972年、78年、80年と３度訪れ、全国各地の店舗をまわっ

1960 年 「ケンタッキーフライドチキ
(70 歳） ン」
のチェーン店がアメリカで
200 店、カナダで ６ 店になる。

した。「私の考えた通りのつくり方を守

1963 年 チェーン店 600 店に拡大。
(73 歳）

ら各地のKFC店舗で調理法を伝授したカーネル。日本へも
て食にかける熱い思いと信念を伝えてくれま

ル。その信頼に応えるため

1964 年 フランチャイズ権をジョン・
(74 歳） Y・ブラウン・Jr.とジャック・
C・マッシーに譲渡し、
引退。
以後、チェーンの親善大使と
して世界中を巡る。

人気を呼んだのは、ジューシーなフライドチキン。店を

とつ心を込めて手づくりし

1972 年 10 月、初来日。
(82 歳）

いましたが、圧力釜と出会ったのをきっかけにさらなる

にお届けしています。

1978 年 ６ 月、
再来日。
(88 歳）

「オリジナルチキン」の誕生
数ある「サンダース・カフェ」の料理の中でもとくに

オープンした当時、カーネルはチキンを鉄鍋で調理して
改良を重ね、11種類の秘伝のスパイスを使う「オリジナ
ルチキン」のレシピを完成させました。それは今から79
年前、1939年のことでした。

り、理想を最も忠実に受け継いでく
れている日本のKFCが一番好き
だ」と言ってくれたカーネ
に、私たちは今日も一つひ
たチキンを全国の皆さま

1980 年 ５ 月、３ 回目の来日。日本が
(90 歳） 最後の訪問国となる。この年、
チェーン店は 48 カ国 6000 店
を数える。12 月 16 日、肺炎の
ためルイビルにて永眠。

特集 カーネル・サンダースとKFCのCSR

「おいしさ」と「しあわせ」を分かち合うために

カーネルの信念を受け継ぐ者たち
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“できることはすべてやる。やる以上は最善を尽くす”

お客さまも働く仲間もハッピーに。

KFC 店長

KFC の店舗は現在、
北海道から沖縄まで全国に 1153 店舗。

それぞれの店舗では、
経験を重ねた店長がカーネル秘伝のおいしさと

お客さま、仕事の仲間たち、そして地域に暮らす人々と
しあわせを分かち合う「ピープルビジネス」を
めざしたカーネル・サンダース。
その志を受け継ぐ者として、
私たち日本 KFC ホールディングスグループは、
人と人をおいしさと笑顔でつなぐ
さまざまな活動に取り組んでいます。

おもてなしの心を大切に、
従業員と力を合わせてサービスのさらなる向上に取り組んでいます。
そうした日々の努力の成果は、
お客さま体験調査「GES」
の評価となって表れています。
KFC御坊店（株式会社MGフーズ）

金谷 洋平 店長

KFC事業に携わって17年。現在は御坊店の店長職に加え、

和歌山県内の４店舗の営業を担当しています。

日頃はお客さまへの感謝の気持ちをお伝えするために、挨拶

の言葉を大切に。たとえば、雨の日には「雨が降っております、

お気を付けてお帰りくださいませ」と、ひとこと添えるようにしています。

また、「GES」では、アンケートに答えていただいたお客さまに割引クーポンを

さしあげているので、クーポンをお持ちになったお客さまには「アンケートにお
答えいただき、ありがとうございます。今回もお時間がありましたらぜひ、お客
さまの声をお聞かせください」とお声掛けするよう指導しています。

2017年度のお客さま体験調査「GES」では、当店が年間１位のスコアだった

Interview

01

とのことで、最優秀店舗賞をいただきました。私たちは賞を意識してサービス

を行っているわけではありませんが、店舗のみんなと喜びを分かち合いまし
た。これからも、お客さま一人ひとりにご満足いただけるように、焦らず、毎

“お客さまにお出しする食事が間違いなく

日の営業を楽しめればと考えています。

おいしいことを保証するのが、私と店の
道徳上の大切な義務だ”

きれうりわり

KFCイオン喜連瓜破店（KFCJ）

カーネルの志を守り、伝える。

KFC オリジナルチキンマイスター
日本 KFC では「オリジナルチキン」
の調理資格を持つ

で過ごしてきたわけですが、ここまで続けてこられたのは、ひとえに
KFC 店舗の店長は、店のボスとして店舗運営全般を指揮する立場に

「KFC オリジナルチキンマイスター」
を選出。カーネルから受け継いだ

思いや商品へのこだわりをお客さまや全国の従業員へ伝えています。

羽島 裕昭
お子さまや社会人の方、ご高齢の方など、

私たちは 2013 年に KFC オ リ ジ ナ ル チ キ ン

高校１年生のときにアルバイトとして KFC で働きはじめ、大学卒業

後に入社。KFC 歴は 24 年を数えます。これまでの人生の半分を KFC
「職場の雰囲気のよさ」に尽きると思います。

チキンスペシャリストの中からトップレベルの技術、
知識を有する

笠原 一樹

岩崎 真一 店長

あります。とくに当店のようなショッピングセンター内に立地する店
舗では、お客さまに素早く利用していただけることが大切ですから、
お待たせしないよう、スピードを最優先。お客さまの立場に立って従
業員全員でサービス向上に努めています。

また、店舗の運営方針は私が決定しますが、従業員の意見やアイデ

マイスターに就任して以来、KFC の商品や

さまざまなお客さまにチキンの調理体験を通

アもできる限り採用するようにしています。

を皆さまへ伝える活動を行っています。お客

スへのこだわりをお伝えする体験教室は大変

きました。
「できることはすべてやる、やる以上は最善を尽くす」
。私

じてカーネルの思いや、KFC の商品、サービ

サービスへのこだわり、ブランドヒストリー

好評で、毎回定員の５〜10 倍のご応募をいた

さまに調理を体験していただく体験教室や全国

だいています。また、全国の店舗を訪問してカーネ

のお客さまとの交流の場・タウンミーティングなど

ルのマインドと調理法などの指導を行っており、訪れた店舗で働

で KFC についてお話することに加え、全国の KFC 店舗を巡って従

く皆さんから「調理のポイントがよくわかった」
「これまで以上に

業員一人ひとりにカーネル・サンダースの思いや調理技術を伝え

こだわりをもってやっていこうと改めて思った」といった声を聞

ることも、私たちの大切な役目のひとつです。

くことが、私たち自身の喜びとなっています。

国内外の KFC 店舗を訪れるたび、同じ思いで仕事に取り組んでい

カーネルは 80 歳を過ぎてなお、“ Iʼ m still dreaming（私には夢

る仲間がここにもいると気づき、世界中で愛される商品をつくりあ

げたカーネルの存在の大きさを実感します。カーネルから受け継い

がある）
” と語っていました。その人生を通じて「人は夢や目標が

これからも時代に則したさまざまな活動に取り組んでいきます。

ネル。この言葉を胸に刻み、歩んでいきたいと思っています。

あるからこそ成長できる」ということを身をもって体現したカー

だおいしさとホスピタリティを次世代へ継承するために、私たちは

12

私はこれまで、カーネル・サンダースの次の言葉を座右の銘として

は自分が才能のある店長だとは思っていません。しかし、毎日、自分
にできることに全力を尽くし、店を走り回り、今日もやりきったと自
負できるよう、日々仕事に取り組んでいます。

お客さま体験調査

「GES」 とは

レシートの QＲコードからアンケートウエブサイトをご訪問いただいたお客さまに、利用した店舗に対する

ご意見を伺うKFC の店舗チェックシステム。
「GES」
では「正確さ」
「従業員の親しみやすさ」
「身だしな み」
「商

品の味」
「サービスの速さ」
「支払った金額に対する満足度」などを５段階評価していただき、
今後の商品、
サー

(Guest Experience Survey) ビスの改善に役立てています。また、アンケートで高い評価を得た店舗を優秀店舗として表彰しています。

13
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“容易だった道はやがて困難なものとなり、

Interview

困難だった道はいつしか容易になる”

04

調理技能とホスピタリティを磨く。

CHAMPS チャレンジ

KFC ではお客さまにご満足いただける店舗、
商品、
サービスの実現をめざして
全店でサービス向上プログラム「CHAMPS( チャンプス )」
を実施しています。

この CHAMPS を指標に店舗従業員の技能とホスピタリティを磨き、
競い合う競技会が「CHAMPS チャレンジ」
。
お ろ く

2016 年、
2017 年の CHAMPS チャレンジでは KFC小禄店が大会史上初の二連覇を達成しました。

経験を活かして活躍中。

シニアパートナー

66 歳で人生の再スタートを切り、
KFC ブランドを育てたカーネル。
KFC の店舗では、
人生経験豊富なシニアの皆さんが

パートナー（アルバイトスタッフ）として活躍しています。

神奈川・KFC溝ノ口店

沖縄・KFC小禄店（2017年8月優勝当時）

清水 泰子 さん

〈株式会社リウエン商事〉
よ

“人生は自分でつくるもの。決して遅いということはない”

ぎ

與儀 真幸 店長

KFCのパートナーとして働きはじめたのは26年前、42歳

の時でした。当時は子どもが９歳と３歳でしたので、１日

私が初めて「CHAMPSチャレンジ」競技

４時間勤務からスタート。働きはじめてみると、お店の居

会に挑戦したのは、アルバイトとして働

心地がよく、お客さまに接したり、調理したりすることも

いていた７年ほど前のこと。結果はボロ

性に合っていたようで、今まで続けることができました。

ボロで、日頃からオペレーション能力を

現在は店舗の時間帯責任者「シフトマネージャー」とし

磨き続けることの大切さをその時に思いし

て朝６時から５時間勤務。機器の点検や立ち上げ、食材の

りました。

チェック、店舗の開店準備などを担当しています。もとも

「CHAMPSチャレンジ」は店舗のメンバーが５人でチームを組

と早起きは苦手だったのですが、目覚ましが鳴る前に起き

み、パフォーマンスを競い合う競技です。そのため、社内の選抜

るリズムができて、それが元気につながっているかもしれ

大会で代表選手に選ばれた従業員は、技術とチームワークを高め
るために練習を重ねます。小禄店の場合は前年に日本一になった
メンバーからフィードバックをもらい、さまざまな教えを受けな

「CHAMPSチャレンジ2017」で優勝したKFC小禄店の５人のメンバー。

ません。お客さまにつねに笑顔で接していることも健康の
源、いい薬になっているように思います。

メンテナンスを目的に50代になってからクラシックバレ

がらトレーニングできたことが大きかったと感謝しています。ま

エをはじめたこともあって、身体はいたって健康。仕事も

た、メンバーには学生もいるため通勤、通学前に集まって練習す

バレエもできる限り続けていけたらと思っています。

ることが多かったのですが、メンバー同士が助け合い、教え合う
中でチームワークが鍛えられました。

私自身は、「CHAMPSチャレンジ」とは日頃店舗で行っている

ことを純粋にありのままに出し、できる限りのおもてなしを行う
場であると考えています。そして、大会を通じて学んだことを仲

東京・KFC高円寺店

間たちに伝えることで、店舗や会社全体のスキルも向上していく
と思っています。現在、私は新たな店舗で店長を務めています

吉崎 トシ子 さん

まとの会話など、さまざまな面で大変役立っています。

店しました。最初は専門用語がわからず戸惑うこともありましたが、高校

以前務めていた持ち帰り寿司店を60歳で定年になり、14年前にKFCに入

が、「CHAMPSチャレンジ」での経験は従業員への指導やお客さ
日本代表として「CHAMPSチャレンジ2017 アジア大会」に出場。
カウンター部門、フライヤー部門で表彰されました。

生や大学生のアルバイトの方たちが親切に教えてくれて。おかげで、すぐ
に慣れることができました。最初はカウンター業務からはじめて、資格を
得るための勉強会に参加したり、チキン調理のトレーニングなどを受けて
４年目に「シフトマネージャー」に。その後は店舗のオープニング作業を

C
H
A
M
P
S

清潔さ
leanliness

私たちのサービスの基本は「CHAMPS」
私たち KFC がめざしているのは、安全・安心でおいしいつくりたての商品

を最高のサービスとともにお届けすること。そのために、全国の KFC 店舗で

は独自のサービス向上プログラム「CHAMPS」を実践しています。CHAMPS
は「清潔さ」
「おもてなし」
「オーダーの正確さ」
「店舗設備のメンテナンス」
「商

品の品質」
「サービスの早さ」という６つのポイントをお客さまの視点に立っ
てチェック・改善するプログラム。店舗では毎日、従業員が定められた項目
に従い、商品やサービス、施設を点検しています。さらに、店舗従業員が技能

とホスピタリティを競う「CHAMPS チャレンジ」競技会を毎年開催。お客さま
に満足していただける店づくりに努めています。
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おもてなし
ospitality

オーダーの正確さ
ccuracy of Orders

担当し、73歳になった今は週に３日間、１日２時間半程度シフトに入って
います。長年働いているとたくさんの思い出がありますが、ある時、ご常
連の家族連れのお客さまがお正月に来店され、お客さまのほうから「今年

もよろしく」と挨拶してくださって。あの時は本当にうれしかったですね。
いいお客さま、いい店長、いいスタッフに恵まれたおかげで、苦労らしい
苦労をせずにこれまで続けてこられたのだと思います。

店舗設備のメンテナンス
aintenance of Facilities
商品の品質
roduct Quality

サービスの早さ
peed of Service
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“できあがったのは、
それまで人生で味わった中で

Interview

“キッチンでレシピを試す。これが私にとって最も楽しい時間です”

最高においしいフライドチキンでした”

新たな「おいしさ創造」をめざして。 研究開発部

いつも安全・安心なおいしさを。

KFC 登録飼育農場

生涯、
「本当のおいしさ」
を追求し続けたカーネル。KFC ではその志を受け継ぎ、
伝統の味を忠実に

守るとともに、
時代に則した「新しいおいしさ」
の創造をめざして素材研究・商品開発を行っています。
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カーネルが生み出した誰にも真似のできないおいしさを

全国のお客さまにお届けするために、
KFC では厳格な基準をクリアした

全国 200 カ所の「KFC 登録飼育農場」
で育てられた国内産ハーブ鶏を使用しています。

研究開発部 部長

宮 真二（写真中央）

「研究開発部」は、KFC の基幹商品であるオリジナルチキンを

株式会社ジャパンファーム

さらに、ブラッシュアップする専門部署として 2017 年４月に設

チキン事業本部生産部生産管理課

立されました。

宮本 宙 さん

オリジナルチキンの研究に取り組んでいると、カーネル・サン

「安全・安心なおいしさ」を提供する

ダースが生み出した圧力釜によるチキンの調理法がいかに難し

ためには、まず鶏が健康でなくてはなり

く、テクニックを要するものであったかが改めてわかります。自

ません。鶏を健康に、元気に育てるために、

分が積み上げてきたノウハウと最新の技術を融合して今までにな

私たち「KFC 登録飼育農場」では日々、鶏の健康状態をチェッ

いおいしさをつくり上げ、人生を終える間際まで「よりおいしく

クし、過ごしやすい環境を整え、新鮮で清潔な飲み水や飼料を

する方法はないか」と考え続けたカーネルは、生涯を通じて攻め

与えています。とくに環境づくりには細心の注意を払い、快適

続けた人でした。その意思を継ぐ者として、カーネル秘伝の味を

な環境の中でストレスなくすくすくと育つよう努めています。

守りつつ、現代の食文化に合った新しいおいしさを創造すること

私たちは、より健康でおいしいチキンを提供するために飼養

が私たちの役割だと考えています。

衛生管理基準を遵守し、農場の衛生対策を強化しています。さ

研究開発部 課長補佐

らに農場管理者の管理レベルの向上をめざして勉強会を開催。
情報交換に努めるとともに鶏舎環境制御の自動化を推進するな

草苅 佐和子（写真左）

研究開発部 課長補佐

健康や機能性、栄養面の研究も私たちの役割のひとつ。アレ

ど、クリーンで快適な環境づくりに取り組んでいます。

ルギーをお持ちのお子さんと外出先で食事を楽しみたいという

ご要望にお応えするため、2017 年には小麦グルテン、乳成分、

卵不使用の「低アレルゲンチキンプレート」を開発し、
「うれしい」

「ありがとう」という声をたくさんお寄せいただきました。健康

国内産ハーブ鶏がお客さまへ届くまで
全国

約

200
カ所

約

を軸に開発して限定発売した「あったか野菜スムージー」も好

日
40
飼育

全国

７カ所

孵卵・選別

KFC登録飼育農場

KFCカットチキン生産認定工場

し、健康チェックを行って健康なヒヨコ

え、温度、湿度、採光など多項目にわ

厳格な食品安全・品質管理基準をクリア

衛生管理の行き届いた種鶏場で卵を孵化
のみをKFC登録飼育農場で育てます。

オレガノなどのハーブを加えた飼料を与
たって最適な条件をととのえた衛生的な
環境で国内産ハーブ鶏を飼育。

KFCの米国本部、ヤム・ブランズが定めた

した全国７カ所のKFCカットチキン生産認
定工場で、国内産ハーブ鶏をカット。

チキン配送センター
全国

9カ所
お客さまへ

KFC店舗

チキン配送

されたロットナンバーを追跡することに

量、カット状態などをチェック。「チキン

ハーブ鶏の鮮度、重量、カット状態などを

KFCの国内産ハーブ鶏は、出荷時に記載
より、どの農場からいつ出荷されたもの
かがわかる体制を構築しています。

店 舗 到 着 後 は た だ ち に 温 度 、鮮 度 、重
スペシャリスト」取得者の管理のもと、
１ピースずつ手づくりで調理します。
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チキン配送センターでは、届いた国内産
厳しくチェック。徹底した品質管理のもと、
専用の配送車で店舗へ。

関口 弦司（写真右）

オリジナルチキンについては、この１年間調理油の研究に取り組

み、50 種類以上の油を試しました。味、香り、安全性、環境面な
どさまざまな点を考慮し試作を繰り返します。そのデータを積み重

ねていく作業は数ヶ月では結果の出ない地道なものです。鶏肉や粉、
調味料など、素材の研究は長期的な課題でゴールはすぐに見えてき

評で、2018 年は夏仕様のスムージーを発売中です。

ませんが、さらなるおいしさを求めて研究を続けています。

世界の貧困と飢餓撲滅を。

Interview

07

国連 WFP「学校給食プログラム」

生涯を通じて慈善活動に尽力したカーネル。その志を受け継ぎ、私たちは国連 WFP の

「学校給食プログラム」
などの社会貢献活動を推進しています。

“助けを求める人たちに何かできることはないかと
私はつねに考えていました”
中日本統括営業部

高田 慎也

部長

日本 KFC ホールディングスグループは飢餓と貧困の撲滅をめざす国連

WFP の活動に賛同し、募金活動やチャリティーグッズの販売など、さまざ

まな活動を行っています。私は2017年に国連 WFP「学校給食プログラム」
の支援国・ネパールを視察しましたが、貧困と震災による被害の中で地域

の人たちが給食づくりに取り組み、子どもたちが給食を楽しみにしてい

る姿を目にして、私たちが行っている活動の意義を改めて実感しました。
募金活動のその先で行われていることを知り、活動の輪をさらに広げてい
くために、店舗のみんなへ私の体験を伝えていきたいと考えています。
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WITH the Customer

お 客さまとともに

お客さまに本当のおいしさと笑顔をお届けするために、
私たちは安全・安心で高品質な商品、快適なサービスの提供に努めています。

安全・安心なおいしさをお届けするために

WITH the Customer

お 客さまとともに

新しい「おいしさ」をめざして
新しいおいしさで、
お客さまを元気にしあわせに

1970 年に大阪万博の会場に実験店舗を出店して以来、今までにないおいしさ、新し

い食体験を提供してきた KFC。お客さまに楽しく、おいしい食事をお届けするために、
私たちは「ここでしか出会えない、新しいおいしさ」の開発に取り組んでいます。
ボリュームたっぷり「カーネルBOX」

選べる４種のメインに２種のサイド、ドリンク、デザートがつ
く「ケンタッキー全部盛り」メニューは2017年５月より販売。

ンは、ハーブ入りの飼料を食べて育った「国内産ハーブ鶏」。徹底

カーネル・サンダースの「おいしさへのこだわり」を表現したスロー

ジューシーな国内産鶏ムネ肉にパルメザン
チーズが隠し味のサクサク衣をまとわせ、黒コ
ショウやゴーダチーズなどをふりかけました。

した衛生・品質管理のもと、全国 200 カ所の「KFC 登録飼育農場」

ガ ン「FHH&H」
＝Fresh（新 鮮）・Healthy（安 全 で 健 康 的）・

で育てられたハーブ鶏は「KFC カットチキン生産認定工場」で衛

Handmade（手づくり）
＆Hospitality（おもてなしの心）を基盤と

ハーブを含む飼料で育った鶏は脂肪やくさみが少ないのが特徴。

お客さまに安心して楽しんでいただける商品をお届けするため

サクサク衣にバターとガーリックの風味
豊かな特製香味オイルをかけたうまみ
たっぷりのチキン。

辛々醤チキン

さらに肉質のやわらかい生後 40 日前後の若鶏を使用することで、

に、
「FHH&H」の精神は素材の生産現場から加工、流通、店舗で

アジアをイメージした
特製辛口ソースで味わ
う骨なしチキン。
「四川
風 ラ ー ソ ー ス」と「タ
イ風ペッソース」を期
間限定で販売しました。

お子さまからお年寄りの皆さまにまで楽しんでいただけるおいし

の調理にいたるまで、すべての工程に貫かれています。

いフライドチキンになります。

Healthy
安全で健康的

“FHH＆H”
おいしさへのこだわり

Handmade

濃厚香味バターチキン

生的に加工され、店舗へと届けられます。

して事業活動を実施しています。

手づくり

サクサク骨なしケンタッキー
＜芳醇チーズ衣＞

「オリジナルチキン」をはじめとする KFC 商品に使用するチキ

私たち日本 KFC ホールディングスグループは、KFC の創業者・

Fresh

アジアの７つの国と地域で売上ナン
バーワンを誇るスパイシーな辛口チ
キン。「日本初上陸の第三のチキ
ン」としてご好評をいただきました。

KFC のチキンは安心＆おいしい
国内産チキン 100％

“FHH&H” を合い言葉に
「安全・安心なおいしさ」を提供

新鮮

アジアで人気の
第三のチキン「ホット＆スパイ
シーチキン」

低アレルゲンチキンプレート

素材からおいしさを考える
研究開発部からの新提案

Hospitality
おもてなしの

国内産鶏の手羽元をローストした
「バーベキューチキン」
、
「コーンサラ
ダ」
「バナナケーキ」をプレートにの
せて提供。アレルゲンの混入を防ぐた
め、専門工場で調理した商品を提供し
ています。

「オリジナルチキン」をはじめとする既存商品のブラッシュアッ

プや、素材の基礎研究を行う専門部署として 2017 年４月、研究

独自の厳格な基準で
食品衛生管理・品質管理を徹底

開発部が新設されました。

世界で実施している独自の食品安全・品質管理プログラムを導入。
HACCP※をベースに定められた厳格な基準に従って生産、加工、

ゲンチキンプレート」を発売。11 月には厳選した９種類の野菜を

を使用しています。さらに全国の店舗では、定められた食品衛生

糖質を抑えた「ブランパン」を提供し、ご好評をいただきました。

ク。品質保証を担当する専門部署と第三者機関による安全衛生管

研究を進めるとともに、お客さまの健康志向の高まりに応える

研究開発部ではアレルギーや栄養、機能性をテーマとした研究・

開発にも積極的に取り組み、2017 年 7 月には、卵、乳、小麦、そば、
落花生、エビ、カニの７品目を原材料として使用しない「低アレル

日本 KFC ホールディングスグループでは、ヤム・ブランズが全

国産鶏ガラスープとともに煮込んだ「あったか野菜スムージー 国

流通の全工程を審査し、厳しい基準をクリアした食材、資材だけ

産鶏がらスープと９種の野菜」と小麦ブランや大豆粉を使用して

管理基準に基づいて毎日、店舗設備や食材の品質をこまめにチェッ

研究開発部ではこれからも、おいしさの基盤となる食材の基礎

ヘルシーでおいしいメニューの開発に取り組んでまいります。

理、品質管理状況の調査も定期的に実施しています。

※HACCP（食品の安全性を確保するための衛生管理手法）2018 年 6 月

食品衛生法改正で HACCP 義務化が国会で決議されました。

18

あったか野菜スムージー
国産鶏がらスープと 9 種の野菜

グリーンピース、オニオン、ブロッコ
リー、カリフラワーなど９種の野菜を
ペースト状に。国産鶏がらスープをベー
スに仕立てた温かいスムージーです。
写真右：糖質を抑え、食物繊維を含ん
だ「ブランパン」
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WITH the Customer

WITH the Customer

お 客さまとともに

お客さまとの絆を大切に

KFCでは、お客さまとの交流を深めるイベントとして2016年よ

横浜の皆さまとふれあう
体験イベントを開催

り、全国各地で「タウンミーティング」を開催しています。2017

年度は、北海道・埼玉・兵庫・福岡にて開催し、計119名のお客さ

2017年２月、横浜みなとみらいへ本社を移転したことにともな

まにご参加いただきました。

各会場ではKFCオリジナルチキンマイスター※ がKFCのブランド

し、客席をゆったり配置するなど、快適性向上をめざしてリニュー
アルを進めています。

に関する包括連携協定」を締結。食育や高齢者支援、観光振興な
どを協力して推進することに合意しました。

わりなどをご紹介するとともに、定番商品の「オリジナルチキ

この協定の趣旨にのっとり、横浜市がシニアの皆さまを対象に

ン」や新商品の試食会を実施。近藤社長を初めとする役員、社員

開催した「金沢区生きがい就労支援スポット」のセミナーで、チ

が商品、サービスについてご来場のお客さまから直接ご意見、ご

キンのスペシャリスト「KFCオリジナルチキンマイスター」が講

要望をうかがい、その後の活動に役立てています。
※ 社内独自に定める「オリジナルチキン」の調理ライセンス「チキンスペ

お渡し口

演。希望者の方にご参加いただき、本社内のテストキッチン

KFCのこだわりを発信しています。

〈地域活性化に関する包括連携協定の対象分野〉

❶ シティプロモーション・観光振興に関すること
❷ 食育・地産地消に関すること
❸ こども・青少年の育成に関すること
❹ 障害者・高齢者支援に関すること
❺ 環境保全の推進に関すること
❻ その他、地域社会の活性化および
市民サービス向上に関すること

お客さまの声をもとに
商品、サービスを改善

マイルがたまる
「KFCマイレージプログラム」スタート

お客さまからいただくご意見、
ご要望を業務に活かすために、
日本

KFCホールディングスグループでは社内に
「お客さまサービス係」
を

また店頭では、
「GES」システムを活用して商品をご購入されたお客

アプリをさらに楽しく、快適な使い心地にするために、今回は新

有。
担当部署が迅速に対応しています。

ロード数は950万を突破。多くのお客さまにご利用いただいている

さまへのウエブアンケート調査を実施。
お客さまの声を商品、
サービ

たにKFC店舗への来店や商品の購入などで「チキンマイル」が貯ま
り、「チキンマイル」の保有数による「ステージ」に応じてクー
ポンなどの特典が得られるサービスを導入しました。

■ お客さまからいただいたご意見、
ご質問の項目比率（2017 年度 )

サービスを効率化し、お客さまをお待たせしないために、レジとお渡し口を
分けるスプリットカウンターへの改装を行っています。

店内には大きくて見やすいデジタル
メニュー、店頭にはデジタル看板の
導入を進めています。

店舗の全面禁煙化を
積極的に推進

外国からのお客さまに
気持ちよくご利用いただくために

では2017年３月より全席禁煙化を進めていま

だくために、KFC では英語、中国語、ハングルのメニューを店頭と

の約98％。2019年３月までにはすべての店舗

室内を複数言語で掲示しています。また、
利便性をより高めるため、

外国からのお客さまに、店舗を気軽に気持ちよくご利用いた

喫煙が健康に及ぼす悪影響を考慮し、KFC

す。2018年４月段階の禁煙店舗の割合は全体

ウェブサイトに用意。さらに、一部店舗では営業案内やトイレの

で全席禁煙を達成します。

訪日観光客用のアプリや電子マネーの導入、フリーWi-Fi の拡充を
進めています。

小さなお子さまからご高齢のお客さまま

らも、店舗環境の整備に努めてまいります。

に運用を開始した、KFCのスマートフォン向け公式アプリのダウン

スプリットカウンター

デジタルメニュー＆看板

お客さまとのコミュニケーションチャンネルとして2012年４月

ご要望、
ご質問は独自の情報管理システム
「CHANCE」
により情報共

スの改善に役立てています。

サラダやサンドイッチ、デザートなど
の商品を実際に見て選べる冷蔵ショー
ケースを導入。

で、すべてのお客さまに健康的で心地よい時

レージプログラム」をスタートしました。

メールや電話、
手紙などでお客さまからお寄せいただいたご意見、

冷蔵ショーケース

KFCは2018年３月、スマートフォン向け公式アプリで「KFCマイ

設けて情報を一元管理しています。

間を過ごしていだけるように、私たちはこれか

女性の視点で
店舗をよりよく、快適に

女性社員が中心となって店舗環境を見直し、改善策を提案して

きた「アセット改善プロジェクト」ではトイレ改善、トラッシュボッ
クス開発、店頭サイン開発に続き、魅力的で使いやすい客席のあ

り方を検討。
「KFC 南砂店」をモデルケースとして、お子さま連れ

のお客さまが気軽に利用しやく、ミニパーティにも対応できる客

9%

席を開発するなど、お客さまにゆったり楽しく過ごしていただけ
る客席づくりに取り組んでいます。

サービス

44

品質

20%

レジ

「カーネルキッチン」で調理体験教室を開催しました。

シャリスト」の中から選出。カーネル・サンダースから受け継いだ調理法や

6%

お客さまにより心地よく、楽しい時間を過ごしていただくため

に、KFC では既存店の改装を推進。スプリットカウンターを導入

い、日本KFCホールディングス株式会社は横浜市と「地域活性化

の歴史やカーネル・サンダースの秘話、商品やサービスへのこだ

店舗

心地よく楽しい店舗環境を
さらに楽しく、心地よく、
既存店舗をリニューアル

全国のお客さまとの
交流の場「タウンミーティング」

その他

お 客さまとともに

%
▲▶外国からのお客さまにご利

広告

用いただきやすい店舗をめざ

21

し、多言語表記メニューや電子

%

マネーなどを導入。
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WITH the Employee

WITH the Employee

仲 間たちとともに

私たちの仕事は「人」が主役のピープルビジネス。誰もが働きやすく

仲間たちとともに

誰もが働きやすい環境に

働きがいを感じられる組織、制度、職場環境づくりに取り組んでいます。

能力を活かして働ける制度を整備

ダイバーシティ推進課の取組み

ダイバーシティ推進課では、
誰もが能力を充分に発揮できる環境づくりをめざして
さまざまなプログラムを実施。
ダイバーシティ経営の推進に取り組んでいます。

「女性活躍推進行動計画」を策定

自らの意思によって職業生活を営み、または営もうとする女

性の個性と能力が十分に発揮されることを目標に施行された、
女性活躍推進法に基づき、日本 KFC ホールディングスグループ

き、日本KFC ホールディングスグループは「次世代育成支援対

2019 年３月 31 日までに取り組む内容を明記しました。

策推進法に基づく一般事業主行動計画」を策定しました。

行動計画には2019年７月31日までに取り組む３つの目標と

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画

対策を記載。全従業員が能力を発揮できる雇用環境の整備と、

目標１ 管理職に占める女性労働者の割合を10.0%にする
目標２ 男女の平均勤続年数の比率を65.7％にする

公正に総合評価する人事制度を導入

日本KFCホールディングスグループでは、人事評価ツールとして

クラウドベースの目標管理・人事考課アプリケーションを導入。従

このビジネスに関わるすべての人がしあわせになることをめざ

業員の目標達成に向けてのロードマップを見える化し、定量評価と

し、
ともに働く人々とのつながりを大切に組織や制度、
職場環境の整

定性評価による総合評価を実施するとともに、能力に合った適材適

備に取り組んでいます。

所の配置を行っています。

従業員教育には、ヤム・ブランズが開発した全世界共通の教育プ

ログラム
「デベロッピング・チャンピオン
（DC）
」
を導入。
習熟段階に

応じて必要な知識やスキルを習得できる研修と、
従業員が自ら学習
するためのツールを組み合わせた DC プログラムにより、従業員一

店舗で働く従業員の理解度を高め、コミュニケーションを深め

人ひとりの能力とやる気を育てています。

ることを目的に、日本KFCホールディングスグループは2017年４月

店舗アルバイトの人財教育を充実

直営全店に動画教育ツール「クリップライン」をテスト導入しま
した。「クリップライン」は、調理方法やサービスのポイントな

現場(店舗)を重視する組織づくりを行っている日本KFCホールディ

どをわかりやすく解説した動画を各店舗に配備したタブレット端

ングスグループでは、「パートナー」と呼ばれるパートスタッフ、ア

末で、いつでも手軽に参照できるシステム。従業員が情報を共有

ルバイトスタッフの教育に力を注いでいます。パートナーの教育に

するためのツールとしても活用されています。

は、身だしなみやあいさつの仕方から調理、接客などの実務全般を学
ぶ独自のトレーニングプログ
ラムを使用。習熟度合いにより

日本KFCホールディングスグループ

ステップアップできる職掌制

最大限に発揮できる環境を提

供するため、日本KFCホール
ディングスグループでは、多
様なキャリアパスを用意して
います。

部長

地区長

S級店長

上級店長
店長

複数店

従業員がそれぞれの能力を

本

社

部長

部長代行

トレーニング店長

一人ひとりが能力を
発揮できる
キャリアパスを用意

部長代行
SV
（FC担当）
AM
（直営店）

店舗運営トレーニングプログラム
「デベロッピング・チャンピオン」

LMR 研修
修了テスト（昇格試験）

BAGR 研修

店長代行

DCLARⅡ研修

副店長

DCLARⅠ研修
DCLARS 研修

スタッフ

課長
課長補佐
係 長
主 任
スタッフ

個人の適性や意欲、能力に応じた役割を担い多様なキャリア形成につなげる
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女性活躍推進をめざし、
さまざまな取組みを実施

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
目標１計画期間内において従業員の育児休業の取得状況を次の水準とする
■女性労働者の育児休業取得率75％以上とする。

「一人ひとりが能力を発揮できる環境づくり」を推進するダ

イバーシティ推進課では、
「女性活躍推進行動計画」に則り、
目標達成のためのさまざまな活動を企画・運営。育児と仕事を両

■期間中、男性労働者の育児目的の休暇制度の利用者割合を15％以上と
し、かつ、育児休業等の取得を1名以上とする。

目標２フルタイム労働者の法定時間外・法定休日労働時間を次の水準とする

■法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること。

立している女性管理
職社員と若手社員の

■月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと。

ダーを対象とする
「リー

日本KFCホールディングスグループ従業員男女比率

目標３ 子育て支援のための制度の周知と利用率の向上

ダーシップ研修」など

８2７

を実施しています。

総従業員数
男性

75%

障がい者雇用を推進

日本 KFC ホールディングスグループでは、障がいのある方が自

立した生活をおくることができる社会をめざして雇用を促進。そ
れぞれの皆さんが無理なく、力を発揮できる環境づくりに取り組
んでいます。2018 年４月１日段階では、28 名の知的障がい者の方

担う役割とキャリア形成

店 舗（営 業）

度を用意しています。

仕事と子育てを両立できる環境づくりに取り組んでいます。

交流会や次世代のリー

タブレットで手軽に学べる
動画教育ツールを導入

次代の社会を担う子どもたちが健やかに育つことのできる環

境整備を目的に施行された次世代育成支援対策推進法に基づ

は 2016 年３月に「女性活躍推進行動計画」を策定。行動計画には

従業員の能力を高める
教育プログラムを実施

次世代育成支援のための
行動計画を策定

名

618 名

女性

209名

25%

※2018 年 3 月 31 日現在

働き方が選べる「限定社員制度」

を含め 38 名を雇用。2017 年実績は、法定雇用率 2.2％を上回る

日本KFCホールディングスグループは、働く方のニーズに合わせた多

2.5％です。

様な働き方を整備する一環として「限定社員制度」を実施しています。

従業員をサポートする
制度の活用ガイドを作成

限定社員には、エリアや店舗を限定する正社員と、エリアや店舗

に加えて働く曜日や時間も限定する正社員の２タイプがあり、自分
に合った働き方を選ぶことができます。また、限定社員から通常の

日本KFCホールディングスグループでは法

正社員へ転換することも可能です。

令に基づき、結婚、出産、育児、介護などの

ライフステージの変化を支援する諸制度を

エリア ／ 店舗限定社員

整備しています。休暇・休業制度や育児介護

時短制度をはじめとする支援制度を周知徹

日時 限定社員

底するため、制度内容や取得方法を紹介する

エリアや店舗といった働
く場所に加え、働く曜日、
時間を限定した正社員。

活用ガイドを作成。さらにマタニティ面談、

産休前面談、復職前面談、復職後面談などを

随時行い、誰もが気持ちよく働き続けること
のできる環境づくりを進めています。
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エリアや店舗といった働く場
所を限定し、
勤務時間数は通
常の正社員と同様の正社員。

WITH the Employee

WITH the Employee

仲 間たちとともに

互いを高め合う企業風土を醸成

仲間たちとともに

健やかに前向きに働ける職場に

互いを認め合う
賞賛の文化を大切に

安全・安心、
健康に働ける職場環境づくり

誰もがいきいきと楽しく働ける企業であり

健康に勤務できる環境をととのえるため、衛生委員会、労働安全委

日本KFCホールディングスグループでは、

多様な研修制度を整備

従業員が仕事を通して自己実現できる職場をめざして、日本 KFC

ホールディングスグループはさまざまな研修制度を実施しています。

日本 KFC ホールディングスグループでは、従業員が安全・安心、

たいと考え、
従業員同士が互いに高め合う賞

2018 年３月には、従業員の身体と心の健康増進、チームワークや

コミュニケーション力の向上を目的として「タグラグビー研修」を

員会を設置。健康を維持し、健康障害や危険を防止するための情報

賛の文化を大切にしています。

実施。横浜本社で開催した研修に 28 人が参加しました。タグラグ

を発信しています。

その一環として、
従業員がすばらしいと感じる活動を行った人に

ビーはタックルの代わりに腰に付けたタグ（帯）を取るルールを採

ま た、従 業 員 支 援 プ ロ グ ラ ム「ＥＡＰ
（Employee Assistance

賞賛理由を記載して贈る
「チャンピオンカード」
、
各店舗で一番すば

用したラグビーで、研修ではウォーキングの速度でゲームを実施。

Program）
」や電話健康相談「ひまわりホットライン」
、Web ストレ

らしい活動をした従業員を毎月表彰する
「セレブレーティングチャ

運動の楽しさを分かち合うとともに、主体性や協調性、助け合い

ス診断、産業医・保健師によるカウンセリングなどを通じて、従業

ンピオン」
、
お客さまから届いた賞賛の声の中から、
とくにホスピタ

の精神、チャレンジ精神、チームワークの重要性などを学びました。

員の心と身体のケアを行っています。

リティの高い従業員を表彰する
「スーパーホスピタリティ表彰」
など

◀従業員への禁煙推奨ポスター

店舗を支えるパート、
アルバイトスタッフを賞賛

を実施。
互いの成果を認め、
高め合う企業風土を育んでいます。

▼24時間電話健康相談サービスポスター

KFC店舗の時間帯責任者「シフトマネージャー」として活躍して

いる全国のパートスタッフ、アルバイトスタッフに日頃の貢献への

感謝の意を伝えるため、日本KFCホールディングスグループは全国
で「シフトマネージャーコンベンション」を開催しています。

コンベンションではKFCの安全・安心なおいしさへのこだわりを

再確認する研修会および表彰会を実施。2017年度は11カ所で開催
し、シフトマネージャー677人が参加しました。

カーネルの知恵と思いを共有する
「マイスター講習会」開催

サプライヤーとともに、
安全・安心なおいしさを追求

ル・サンダース秘伝の味とおもてなしの心を全国の店長と共有する

日本KFCホールディングスグループは、サプライヤーの皆さまと協

日本KFCホールディングスグループでは、KFCの創業者、カーネ

安全・安心なおいしさを全国のお客さまにお届けするために、

ために、フランチャイズ企業の店長を対象とする「マイスター講習

力して食材、資材の品質を追求しています。

会」を開催しています。

たとえば、KFCで使用する国内産ハーブ鶏のサプライヤーとKFC

「マイスター講習会」では、

カットチキン認定工場の皆さまとは、定期的に「チキンサプライ

KFCのチキンスペシャリストの中

ヤー会議」を開催。より高品質で安全なチキンの育成をめざして

でもトップレベルの知識と技能

討議を重ねています。

を持つ「KFCオリジナルチキンマ

日本 KFC ホールディング

イスター」が講師となり、KFCの

スグループでは、KFC の主

素材や安全・安心へのこだわ

要食材である鶏に感謝し供

り、調理やサービスのポイント

養するとともに、ビジネス

などを伝えています。

の発展を祈願して、毎年、
東京と大阪で「チキン感謝

フランチャイズ加盟企業と
パートナーシップを構築

祭」を執り行っています。

労務管理を徹底し、
働きやすい職場に

職場の悩みを解決する
「従業員相談センター」

日本 KFC ホールディングスグループは、違法行為の通報窓口、労

労務に関する法令を遵守し、労務管理体制をさらに向上するため

務に関連する問題の相談窓口として「従業員相談センター」を設置

に、日本 KFC ホールディングスグループでは、店長や営業担当者を

しています。

対象とする労務講習会を定期的に開催しています。

従業員相談セン

2017 年度は全国で 15 回の講習会に 300 名が参加しました。また、

タ ー で は、従 業 員 か

フランチャイジー加盟各社の担当者向けの労務セミナーも毎年、開

ら の 相 談 や 質 問、通

催しています。

報を専用電話とメー
ル で 受 付、プ ラ イ バ

シーを守ってすみや

全国でフランチャイズチェーンを展開しているKFCの加盟企業

かに対応しています。

は、2018年６月現在で50社。日本KFCホールディングスグループ

は、
フランチャイズオーナーの皆さまと「おいしさ、しあわせ創造」を

めざすという理念を共有し、協力して事業活動を進めています。

フランチャイズオーナーの皆さまとは、経営課題を討議する

「オーナー会議」、マーケティング戦略を検討する「広告協議会」な
どを定期的に開催。緊密な意見交換、情報共有を行い、強固なパー
トナーシップを築いています。
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WITH the Society

WITH the Society

地域・社会とともに

誰もが健やかに、心豊かに暮らすことができる社会をめざして、
さまざまな社会貢献活動に取り組んでいます。

子どもたちの健やかな成長を願って

地 域 ・ 社 会とともに

スポーツで楽しく、健康に
「スペシャルオリンピックス日本」の
活動をサポート

日本 KFC ホールディングスグループは、スポーツを通じて知的障がいのある

人たちの自立と社会参加を応援する「スペシャルオリンピックス」の趣旨に賛

同し、1994 年に「スペシャルオリンピックス日本（SON）」が設立されて以来、オ
フィシャルスポンサーとして活動を支援しています。

2017 年９月 30 日に東京・お台場で開催された「第 7 回エールラン in MEGA

WEB」には、従業員・家族 68 名が参加。給水、会場案内などのボランティアス
タッフやアスリートと一緒に走るランナーとしてイベントをサポートしまし

た。イベントへの参加費は、2018 年に愛知県で開催される「2018 年スペシャル
オリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・愛知」の開催費用をはじめとす

「スペシャルオリンピックス」とは

「スペシャルオリンピックス」は、知的障がいのある人
たちにさまざまなスポーツトレーニングとその成果の発
表の場である競技会を提供している 国際的なスポーツ組
織。スポーツを通して知的障がいのある人が自立と社会
参加を果たし、健康で豊かな生活をともに送ることので
きる「多様性を尊重する社会」をめざしています。
「ス
ペシャルオリンピックス 」は非営利活動で、運営はボラ
ンティアと善意の寄付によって行われています。

る、スペシャルオリンピックス日本の活動費に役立てられます。

つくる楽しさ、食べる喜びを
体験「KFCキッズスクール」

全国の店舗でも開催中！

KFCの店舗や本社では、KFCの安全・安心な

おいしさへの取組みをお伝えし、手づくり調
理の楽しさやみんなで食べる食事のおいしさ

を知っていただく機会として「KFCキッズス
クール」をはじめとする調理体験を開催して
います。

KFCキッズスクールには親子でご参加いただ

き、子どもたちは「オリジナルチキン」の調

▲ 真駒内店
〈北海道〉

理に挑戦。カーネル・サンダースの思いやKFC
の素材へのこだわりなどをお伝えし、自分た
ちでつくったチキンを試食していただいてい

ます。2017年度は全国で76回開催しました。
また、調理体験はキッズスクールのほか、社
会人や高齢者の方々にご参加いただくイベン
トも開催しています。

▲ 姫路リバーシティ店
〈兵庫県〉

キッズスクール
お申し込みはこちら

子どもたちが安心して
健やかに成長できる社会をめざして

「食」の楽しさ、大切さを伝える
食育活動を推進

子どもたちの健やかな成長を願い、日本 KFC ホールディングス

日本 KFC ホールディングスグループは、食育活動を「食」に携わる

企業の使命のひとつと考え、子どもたちに「食」の大切さを学ぶ機会

グループは子どもへの虐待のない社会をめざす「子ども虐待防止・

し、調理、接客、清掃などの体験を通じて働く意義や楽しさを知る機

しています。毎年 11 月の「児

ポートするさまざまな種類の仕事があ

される「児童虐待防止・オレ

ル・サンダースの理念や安全・安心なお

期 間 中 は、横 浜 市 を は じ め、

を提供しています。KFC の店舗では職場体験学習の受け入れを実施

オレンジリボン運動」に協力

会 を 提 供。本 社 で は 店 舗 の 仕 事 を サ

童虐待防止推進月間」に展開

ることを伝えるとともに、
創業者カーネ

ンジリボンキャンペーン」の

いしさへのこだわりを紹介しています。

大阪府や岡山県の KFC 店舗で

問を受け入れ、2017 年度は中学校、高

たすきをかけ、オレンジリボ

さんが来訪しました。

しています。

また、本社では修学旅行生の企業訪

カーネル立像がオレンジ色の

校を合わせて 11 校、288 名の生徒の皆

ン運動のＰＲ活動をお手伝い
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市民スポーツの振興を願い、
スポーツ大会に協賛

J リーグ「浦和レッズ」を
トップパートナーとして応援

年の健全育成を願って、地域スポーツの支援活動を行っています。

リーグ「浦和レッドダイヤモンズ」
、なでしこリーグ「浦和レッドダ

日本KFCホールディングスグループは市民スポーツの振興と青少

2017年度は少年、少女のサッカー大会やシニアのゲートボール大会

などに協賛。少年、少女サッカーの「KFCカップ」は30回、ゲートボー

ル大会は５回、開催されました。また2018年2月、地域活性化包括連
携協定により横浜市放課後事業ドッジボール大会に協賛しました。

日本 KFC は、2017 年シーズンより、トップパートナーとしてＪ

イヤモンズレディース」
を応援しています。

KFC 店舗では浦和レッドダイヤモンズ
（以下：浦和レッズ）
のホー

ムタウン、さいたま市をはじめとする埼玉エリアを中心に、
「浦和
レッズ応援クーポン」の発行や、浦和レッズの試合日にお得な応援
パックを販売するなど、さまざまな
応援企画を展開しています。

▲ サッカー大会

▲ ドッジボール大会

▲ ゲートボール大会
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WITH the Society

WITH the Earth

地域・社会とともに

大切な地球環境を次世代へ守り伝えるために、

飢餓・貧困の撲滅をめざして
飢餓撲滅をめざす
国連WFPの活動を支援

日本KFCホールディングスグループは、飢餓と貧困の撲滅をめざす国連WFPの

活動趣旨に賛同し、
「学校給食プログラム」をはじめとするさまざまな活動を支援
しています。

2017年度は店頭募金やインターネット募金、寄付付きの「チャリティー貯金

箱」の販売などを実施し、合計約68万人分（約1800万円）の学校給食を提供。

2017年までの累計で約610万人（約1億8500万円分）に学校給食を提供しました。

地 球 環 境とともに

さまざまな環境保全活動に取り組んでいます。

持続可能な社会の実現のために

国連WFP「学校給食プログラム」とは

飢餓のない世界をめざしてさまざまな支援活動を行って
いる国連WFPの活動のひとつ。途上国の子どもたちの栄
養状態を改善することを目的に、さまざまな国や地域で
学校給食を提供しています。学校給食の提供は子どもた
ちの出席率や成績の向上にもつながっています。

「WFPウォーク・ザ・ワールド」に参加

日本KFCホールディングスグループは、国連WFPが飢餓と貧困の

撲滅をめざして展開しているチャリティーイベント「WFPウォー
ク・ザ・ワールド」に2007年から参加しています。

2017年は、５月14日に神奈川・横浜みなとみらい、５月28日に大

阪・大阪城公園で開催されたイベントに従業員、家族が参加。10年
間の参加人数はのべ3,000人となりました。

PHOTO or イラスト

「環境基本方針」にのっとり、
環境保全活動を推進
日本 KFC ホールディングスグループは、

環境保全活動を企業が果たすべき重要な社

▼国連 WFP の取り組みへの支
援に対し、WFP 国連世界食糧計
画日本事務所の焼家直絵代表
（写真右）より、感謝状をいた
だきました。

会 的 責 任 と 考 え、2001 年 に「環 境 方 針」
を策定。環境負荷の低減をめざして、省エ
ネ ル ギ ー、省 資 源、廃 棄 物 の 低 減、ＣＯ2

削減につながるさまざまな活動に取り組ん
でいます。

環境方針
基本 日本 KFC ホールディングス株式会社は食を通じて健全な環境を次世代に継承する
理念 ために、企業市民の一員として持続的努力を続けてまいります。

基本 日本 KFC ホールディングス株式会社は以下の方針で事業活動について定期的な評
方針 価と改善を行ってまいります。
推進 a 継続的な環境保全活動ができる組織を構築します。
体制 b 環境教育や広報活動を実施して、環境保全に関する意識向上を図ります。

c 環境保全に関する法律、規則、協定などを遵守します。

事業 a 事業活動における廃棄物の分別と減量化、そしてリサイクルに取り組みます。
活動

b 事業活動における環境汚染物質排出量の削減に取り組みます。
c 管理可能なエネルギー資源の節約、廃棄物の発生抑制と再利用、危険物
の安全管理を徹底した環境管理に積極的に取り組みます。

使用済み調理油を
国内産鶏の飼料として
再生利用

チャリティーグッズで
「学校給食プログラム」を応援

KFC では、使用済み調理用油を KFC 登録

KFCでは、国連WFPの「学校給食プログラム」への支援活動のひと

※数量限定のため、なくな
り次第販売を終了します。

専用車で回収

品リサイクルループを構築し、食品の有効

プ」の販売を開始しました。マスキングテープは２個セット390円
ラム」に寄付しています。

KFC 店舗でチキンなどを調理した油

KFC 関西直営 53 店舗
の廃食油

飼育農場の鶏の飼料として再生利用する食

つとして、2018年４月より「チャリティーカーネルマスキングテー

(税込)で販売し、１セットにつき100円を国連WFP「学校給食プログ

特定飼料を使用して生産加工
された鶏を KFC カットチキン
として KFC 店舗へ配送、
関西直営店へ

KFC 店舗

「開運チャリティーおみくじ」の
売上の一部を寄付
全 国 のKFC店 舗 で は2017年

〜2018年の年末年始に、オリジ

ナルチキンやクリスピーチキン

年度は関西地区の直営店 53 店舗の使用済

み油を再生した飼料を、国内産ハーブ鶏の
飼育に活用しました。

指定飼料の利用者
特定飼料を使用する KFC 登録飼
育農場で鶏の飼育・加工・販売
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収

プログラム」
に寄付しました。

▲ ２種類の絵柄のテープをセットで販売。

回収業者
回収された油は認可された中間処
理業者によって精製され飼料用油
脂として出荷

回

き50円を国連WFP の
「学校給食

の登録飼育農場の鶏の飼料として利用。17

製

（税込200円）を販売。１枚につ

一部となる飼料用油脂として再生し、KFC

精

の
「開運チャリティーおみくじ」

この食品リサイクルループでは、店舗で

排出された使用済み調理油を飼料用原料の

飼料用油脂

などがもれなく当たる寄付付き

利用と廃棄物削減に努めています。

飼料製造業者

飼料用油脂を飼料原料の
一部として使用した特定
飼料の製造販売

WITH the Earth

WITH the Earth

地球環境とともに

地球環境保全をめざして
全国のKFC店舗で
リデュース、リユース、リサイクルを推進

地域の美化をめざし、
清掃活動を実施

守し、廃棄物の排出量の削減や資源のリサイクル、リユースに努

全活動、地域貢献活動のひとつとして施設周辺の清掃活動を継続

クルを100％実施。エネルギー効率のよい厨房器機やエアコン、照

横浜・みなとみらい21地区にある本社では、従業員が周辺エリ

地 球 環 境とともに

環境パフォーマンスデータ
日本KFCホールディングスグループでは、ビジネスが環境に与える影響を正しく
把握するために、店舗、本社の資源・エネルギー使用量や廃棄物、
CO ₂ の排出量に関するデータを収集。環境負荷の低減に努めています。

日本KFCホールディングスグループの店舗、本社では、環境保

日本KFCホールディングスグループでは、環境に関する法令を遵

めています。全国のKFC店舗では段ボールや廃油、油かすのリサイ

的に行っています。

明器具を導入し、エネルギーマネジメントを強化して省エネル

アのボランティア清掃活動を定期的に実施。2017年４月から１年
間に９回、清掃活動を行いました。

ギー、省資源に努めています。

2017年度

128,443千kwh

（千kWh）

160,000

「BRING PLA-PLUS
プロジェクト」
に参加

120,000

日本 KFC ホールディングスグループ

は、プラスチック製品の再資源化を進

めるために環境省とさまざまな企業が

連携して実施している「BRING PLA-PLUS

（ブリング プラプラ）プロジェクト」に参加。

6,641千㎥

2017年度
（千m³）

140,550 134,556
129,974 129,629 127,647

8,000

水道使用量

6,978 6,771
6,619 6,562 6,641

1,600
1,200

80,000

4,000

800

40,000

2,000

400

2013

2014

年度

の回収活動を実施しました。

2015

年度

年度

2016
年度

2017

0

年度

1,319 千㎥

2017年度
（千m³）

6,000

0

2018 年２月 15 日〜３月９日に、首都圏 11 店舗でプラスチック製品

ガス使用量

電気使用量

2013
年度

2014
年度

2015
年度

2016
年度

1,378 1,326 1,320 1,333 1,329

0

2017

2013
年度

年度

2014
年度

2015
年度

2016
年度

2017
年度

I nput

BRING PLA-PLUS プロジェクトは、多くの自治体で焼却・埋め立

て処理が行われているプラスチック製品の回収・リサイクルの促
進、継続的なリサイクルシステムの構築をめざして実施されている
リサイクルの実証実験。期間中は専用の回収箱で不要になったおも

ちゃや雑貨などのプラスチック製品を回収するとともに店内にポ
スターを掲示して、
リサイクル活動への参加を呼びかけました。

最新のテクノロジーで
オフィスの省エネを推進

Out put

本社では、太陽光発電をはじめとする最新のエネルギーシステ

ムにより省エネ効率を向上。オフィス内のエネルギー利用状況が

ひと目でわかる「使用量の見える化（eco モニター）」モニタリング

システムを活用して、さらなる省エネ化に取り組んでいます。ま

CO ₂ 排出量

持続可能な
パーム油の生産を支持

た、オ フ ィ ス 内 で

廃棄された紙、瓶、

近年、大きな社会問題となっている森林破壊を防ぐ対策のひとつ

缶、プ ラ ス チ ッ ク

として、日本 KFC ホールディングスグループでは 2017 年より RSPO

などの分別を徹底

認証（Mass Balance）を得たパーム油を購入しています。

し、専 門 業 者 に よ

アブラヤシからつくられるパーム油は世界で生産される植物油

るリサイクルを実

の約３割を占め、その 85％がインドネシアとマレーシアで生産さ

施しています。

れていますが、近年はアブラヤシ農園の開発が引き起こす大規模な
森林破壊が世界的な問題となっています。

120,000

0

日本 KFC ホールディングスグループでは、さらに安全・安心でお

いしく、環境にやさしい調理油の開発をめざして、油脂の研究・開
発も積極的に進めています。

106,899

101,417

95,882 92,780 91,467

602.5 t-CO₂

2017年度
（t-CO₂）

23,703トン
食品リサイクル率
（％）

100

600

27,000

22,708 22,741 22,172
18,000

800

60,000

策定した認証制度で、熱帯林の自然環境や労働者の権利に配慮して

2017年度
（トン）

90,000

30,000

生産された
「持続可能なパーム油」を認証しています。

フロン排出量

91,467 t-CO₂

₂
（t-CO ）

RSPO 認証は、世界自然保護基金（WWF）を含む関係団体が中心と

なって設立した「持続可能なパーム油のための円卓会議（RSPO）
」が
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2017年度

廃棄物排出量

553 1

573 8

602.5

56.3%

9,000

400

60.3%
47.8%

24,292 23,703
75
56.2%

52.4%
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0
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年度
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年度

0

2013

※集計期間： 2017年 ４月〜 2018年４月
※数値はKFCチェーングループ全体（直営＋FC店舗）を対象としています。
₂
※2015年４月「フロン排出抑制法」の改正施行に伴い、参考資料としてフロン排出量（CO 換算）データを掲載します。
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WITH the Stakeholder

WITH the Stakeholder

健全な企業統治のために

コーポレート・ガバナンスの充実を最重要課題のひとつと認識し、

健 全な企 業 統 治のために

信頼される企業であるために

効率的で透明性の高い企業経営、健全な組織運営に努めています。

コーポレート・ガバナンス

コンプライアンス体制を強化し、
法令、社会規範を遵守

リスクマネジメントを徹底し
リスクの発生を予防

強化を企業運営の最優先事項として、チーフ・コンプライアンス・

ングスグループはコンプライアンスリスク、情報管理リスク、環境

企業活動に関連するリスクを未然に防ぐため、
日本 KFC ホールディ

日本 KFC ホールディングスグループはコンプライアンス体制の

オフィサーを統括者とする社内横断的な体制を構築しています。

リスク、自然災害リスクなど、さまざまなリスクの類型を定め、万一、

実施するため、年に２回コンプラ

に対応する体制をとっています。

を共有するとともに対応策につい

ともに、社内規程や基準、マニュアルなどの周知徹底を図っています。

れているかどうかのモニタリング

法令に基づき、情報管理を徹底

リスクが発生した場合には担当部署のリスク統括責任者がすみやか

コンプライアンス施策を適切に

リスク管理に関しては、リスクへの対応策や課題を明確化すると

イアンス委員会を開催し、問題点
て討議。年度施策が適切に実行さ
を実施しています。

日本 KFC ホールディングスグループは個人情報保護に関する法令

内部通報体制については「従業

やその他の規範に基づき、
「個人情報保護方針」
「個人情報管理規程」

員相談センター」に加え、2017 年

コーポレート・ガバナンスの
基本的な考え方

独立役員の要件を満たす社外取締役の選任により経営監督機能を

強化するとともに、
意思決定や業務執行の迅速化・効率化を図るなど、

日本 KFC ホールディングスグループは「おいしさ、
しあわせ創造」

を企業理念に掲げ、
「本当のおいしさ」を通じて人々をしあわせに

実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めています。

健全な企業運営のために
組織体制を強化

することを使命として企業活動を行っています。また、豊かな社会

の実現に貢献することが、すべてのステークホルダーのご期待にこ
たえるものと認識しています。

日本 KFC ホールディングスグループは、企業経営の効率化・意

この実現のため、経営の健全性・透明性・効率性を確保する基盤と

思決定の迅速化をめざし、2018 年４月にはグループ組織を再編し、

してコーポレート・ガバナンスの継続強化を経営上の重要事項とし

業務が関連する部署を集約しました。

ています。

重要情報はインサイダー化を行い、情報管理を徹底しています。

コンプライアンスセミナーを
定期的に開催

を深めるため、e- ラーニングによる研修を実施しています。

企業価値向上をめざし、
資本・事業提携を実施

日本 KFC ホールディングスグループは、各種コンプライアンス

セミナーの開催、コンプライアンスガイドブックの配布など、従

日本 KFC ホールディングスグループは 2018 年 2 月、
「和食・酒

業員のコンプライアンス意識の向上に努めています。

えん」
「
、おぼん de ごはん」などを展開する㈱ビー・ワイ・オー ( 以下：

業員相談センターが中心となって実施し、労務管理やハラスメン

BYO 社 ) と資本・業務提携しました。

や、弁護士を講師とする

げ、1991 年の創業以来、
「和」の食を通じて豊かな食とライフスタ

行っています。また、フラ

展開しています。

当者向けセミナーも開催

う経営理念を持つ BYO 社との資本・業務提携により、新たな事業

BYO 社は、
「和の文化を伝承する食の創造企業」を経営理念に掲

会計監査人

相互連携

監査等委員会事務局

代表取締役社長

執行役員
各担当

イルをお客さまに提供すべく、オリジナリティのある飲食事業を

ともに「手づくりや素材へのこだわり」
「豊かな食の提供」とい

機会とシナジーを創出し、さらなる成長をめざしてまいります。

し、ブランド全体の意識向

会計監査

監査

ＧＥＣ

委員会一覧
コンプライアンス委員会
規範委員会
人事委員会
開示委員会
投融資委員会

上に取り組んでいます。

▲ 2017年2月 景品表示法セミナー

■ 連結売上高の推移

■ 店舗数の推移
KFCチェーン

（店）

直営店

KFCH連結売上高

フランチャイズ店

合計

1,500

1,000

（億円）

1500

1500

825

828

823

0

824

834

842

846
825

881
828

880

330

316

326

329

2013

2014

2015

2016

2017（年度）

1403 1381

823

1000

734
824
500

500

329

1322 1338

1132
1000

842

事業会社

事業会社

チェーングループ売上高の推移

（億円）

1,171 1,155 1,144 1,149 1,153

500

グループ会社

加えて、情報セキュリティやリスク対処法に関する従業員の理解

ンチャイズ加盟企業の担

監査

監査等委員会

内部監査

保された環境で管理し、情報漏洩や不正利用を防止。業務に関する

ています。

各種法令に関する研修を

取締役会

内部監査

口を設置し、さらなる強化を図っ

トなどに関する啓蒙活動

株主総会

グループ監査部

また、お客さまからお預かりした個人情報は、セキュリティの確

従業員向けのコンプライアンスセミナーは法務部・人事総務部・従

コーポレート・ガバナンス体制図

報酬諮問委員会

を定めて、その重要性を周知徹底しています。

７月より弁護士を起用した社外窓

0

329

330

316

326

329

2013

2014

2015

2016

2017（年度）

0

2013

2014

2015

2016

2017（年度）

※2017年度はKFCチェーンのみ
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Corporate Profile

会社概要

日本KFCホールディングスグループの
SDGsへの取組み

日本 KFC ホールディングス株式会社

日本KFCホールディングスグループでは、
これまでCSRの視点からさまざまな活動を行ってきました。
私たちは今後、SDGsを企業理念「おいしさ、
しあわせ創造」を実現する上での重要課題と認識し、
事業活動が持続可能な社会の構築につながるようにさまざまな取組みを推進してまいります。
世界を変えるための17の目標

KFCの活動

■本社

〒220-8586 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス
TEL.045-307-0700

■関西オフィス

〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島7丁目20番1号 KM西梅田ビル
TEL.06-6453-6660

■設立

1970年7月4日

■資本金

72億9,750万円

貧困をなくそう

国連WFPの活動を支援（学校給食プログラム）

■決算期

3月

飢餓をゼロに

国連WFPの活動を支援（学校給食プログラム）

■従業員数

827人 2018年3月31日現在連結

すべての人に健康と福祉を

安全・安心、
そして健康的な商品の提供（国内産ハーブ鶏）

■売上高

2017年度連結実績（2017年4月〜2018年3月） 73,457百万円 ※単位未満は切り捨て

■ホームページ

● 日本KFCホールディングス株式会社

質の高い教育をみんなに

国連WFPの活動を支援（学校給食プログラム）

ジェンター平等を実現しよう

ダイバーシティ
（推進、限定社員制度）

安全な水とトイレを世界中に

国連WFPの活動を支援（学校給食プログラム）

エネルギーをみんなにそしてクリーンに

₂
省エネ化（CO /フロンの排出量の抑制）

働きがいも経済成長も

国連WFPの活動を支援（学校給食プログラム）

農業と技術革新の基盤をつくろう

安全・安心なサプライチェーンの確立（KFC登録飼育農場）

人や国の不平等をなくそう

国連WFPの活動を支援（学校給食プログラム）

健康メニュー

食育（キッズスクール）

全店禁煙化

■お客さまサービス係フリーダイヤル： 0120-197074（受付時間 9：30〜17：30）

お帰りケンタッキー（復職支援制度）

■組織図構成
スペシャルオリンピックス日本を支援

日本KFCホールディングス株式会社

障がい者雇用の推進

スペシャルオリンピックス日本を支援

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社
Kentucky Fried Chicken Japan, Ltd.

住み続けられるまちづくりを
つくる責任つかう責任

http://japan.kfc.co.jp/
http://www.kfc.co.jp/

● ケンタッキーフライドチキン

修学旅行生の受け入れ

リサイクルの推進（油リサイクルループ）

気候変動に具体的な対策を

株式会社ケイ・アド
K-AD CORP.

ケイ・フーズ株式会社
K-FOODS CO,LTD.

Fast Restaurant International Pte. Ltd.

海の豊かさを守ろう
陸の豊かさも守ろう

RSPO認証パーム油の調達

日本KFCホールディングスグループリクルート情報

平和と公正をすべての人に
パートナーシップで目標を達成しよう

国連WFPへの活動支援をYum!と連携しグローバルに展開

■採用プロセス

http://japan.kfc.co.jp/rec/

国連WFP「学校給食プログラム」
とSDGs
日本KFCホールディングスグループが協力している国連WFP「学校給食プログラム」は、
子どもたちに無償で学校給食を提供することにより、子どもの栄養状態の改善、教育の促進など、
複数のSDGs達成に貢献しています。

■学校給食プログラムが貢献するSDGsの一例

教育の促進
就学率、出席率の向上
集中力の向上
高い学習効果

女子教育の促進
子どもたちの栄養状態の改善
給食は彼らの命をつなぐだけでなく、通学を可
能にし、勉強の意欲を高め、夢を広げる力に。

出典：”How school meals contribute to the
SDGs - A collection of evidence” WFP, 2017

34

WEB エントリー

WEB よりプレエントリー受付

会社説明会

日本KFC ホールディングスグループ
についての説明 ※随時開催

エントリーシート提出

オープンセミナーに参加いただいた後
エントリーシート提出

面接 / 適性検査
面接は複数回実施

内々定

■日本KFCホールディングスグループ募集要項
応募資格

大学院、大学、短大、専門学校を 2019 年３月卒業見込みの方

職務内容

KFC の総合運営管理

募集学科
職種

初任給
賞与
昇給

全大学全学科
総合職
大卒 / 大学院卒 20 万円

短大 / 専門卒 17 万８千円（2017 年実績）

年２回（別途 業績賞与あり）
人事考課による

勤務地

東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、兵庫、奈良、京都、和歌山、愛知 の各直営店

休日

月間９〜10 日 年間休日数 118 日
年次有給 産前産後育児、介護、リフレッシュ休暇

勤務時間

諸手当
保険

福利厚生

１ヶ月単位の変形労働時間制 ( 例：1ヶ月 /20 日出勤＝月間 /160 時間）
等

通勤手当、育英手当、時間外手当、
深夜手当、
休日出勤手当
健康保険、厚生年金、企業年金、労災、雇用保険完備
独身寮、財形貯蓄、従業員持株会、
各種施設割引制度
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等

