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50th Anniversary

皆さまに支えて いただいた50年の歴史
KFCは今年、日本上陸50周年を迎えました。
お客さまを始めとする皆さまに支えていただき、歩んできた歴史をご紹

,
1970 s

介します。

,
1980 s

,
1990 s

新しい食文化を次々に投入！
革新的なメニューは
今日の定番品に

▲83年発売チキンフィレサンド

店舗数を拡大させながら、革新的な商品を次々に
投入した80年代。鶏の一枚肉を贅沢にサンドした
「チキンフィレサンド」、アメリカまで試食しに行っ
て開発した「ナゲット」、パンとは異なる食感と味

大阪万博の実験店

1970年大阪万博に実験店を出店。
大盛況を受け、同年に1号店を
オープン

わいの「ビスケット」。どれも、基幹商品の一角を担

１号店名西店（愛

知県）

う商品に成長しました。

▲84年発売ナゲット

▲87年発売ビスケット

創立20年を迎えたこの年、東京証券取引所第二部に上場。

当時、まだ馴染みのなかったフライドチキンを口にした多くの
たそうです。連日の大盛況ぶりを目の当たりにし、意気揚々と
い日々が続きました。

初代 1970〜
赤と白の大胆なストライプは、アメリカの風を
感じさせました。

3代目 1986〜
パステルカラーが華やかな印象で、とても人気がありま
した。

マイクでオーダーする
新ドライブスルーを導入

出店戦略の変更により
売り上げが急拡大。
3年で100店舗を達成！

味・素材へのこだわりを表明
カーネル秘伝の調理法を守り、 誰にも真似できな
い商品 をお届けする責任と誇りをより明確にす
新千歳空港店（北海道）

“クリスマスはケンタッキー”の
きっかけとなった
「パーティバーレル」誕生

4号店トーア・ロード店（兵庫県）
100号店赤坂店（東京都）

4号店のトーア・ロード店からは郊外ではなく、繁華街や住宅
地に出店するように。フライドチキンに馴染みのある外国人の
お客さまも多く、行列が店の外まで延びることもありました。

イスを一緒に詰める

ツを通じて社会参加を応援する

は、瞬く間に話題になり
ました。今やクリスマスの

マイクに向かって注文し、専用カウンターまで車を

看板商品とも呼べるヒット

進めて商品を受け取るシステムに進化。大きな写

商品です。

真入りのメニューで、注文しやすくなりました。

「KFCカットチキン生産認定
工場制度」スタート

「スペシャルオリンピックス」。日
本での活動が開始した1994年か

チキンのデリバリーを
本格導入

います。

ブスルーも、日本で定着するのには時間
がかかりました。従業員がチラシを配るな
どして、少しずつ普及していきました。

らKFCは支援をしています。

今でこそよく見る光景となったデリ
バリーも、当時は先進的な取り組み
でした。

1974年に
クリスマスキャンペーン 久米川店（東京都）
久米川店に日本初の
開始
ドライブスルーを導入！
クリスマスにチキンを食べる習慣
車社会のアメリカでは一般的だったドライ

の名前をパッケージに記載していました。

知的障害のある人たちに、スポー

という斬新なアイデア

1988年に全都道府県への
出店を達成！

は、KFCが定着させたといわれて

るために「COMライセンス制度」を導入。つくり手

スペシャルオリンピックス日本への
支援をスタート

温かいチキンとア

▲1985年発売
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4代目 1990〜
水色のシャツが爽やかな印象を与えます。

1,000号店突破！
記念すべきメモリアル
店舗は新千歳空港店

お客さまが、
「こんなにおいしいものがあったのか ！」と驚い
１号店をオープンさせたものの、オリジナルチキンが売れな

1990年、東証二部に株式上場

カーネルの誕生日9月9日を
「カーネルズ・デー」に制定
創業者カーネル・サンダース
に敬意を表し、1997年に制
定。カーネルの想いを受け継
ぎ、 食へのこだわりと、お客
さまにご満足いただけること
への喜び を再確認する日と

2代目 1979〜
胸元の大きなストリングタ
イが印象的です。

KFC独自のカット方法「9カット」は、この認定を
高知潮江店の開店により、47都道府県すべてに

受けた工場のみに許可された特別な技法。第一

出店を果たしました。

次では10工場が認定されました。

5代目 1996〜

しています。

カラフルなロゴをあしらったエプロンは、CM
を通じて話題になりました。
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50th Anniversary 50年の歴史

,
2000 s

,
2010 s

,
2020 s

アメリカで
カーネル・サンダースの
手記が発見される

KFC日本上陸50周年！
50周年を迎えられた
ことに感謝し、店舗
では特別デザインの
パッケージでお客さ

カーネルの没後31年目

まをお迎えしました。

に、自身の生涯とフラ
イドチキンへのこだわ
りを綴った手記が発見
▲2001年発売ツイスター

されました。日本でも翻
訳され、社員や関係者
に配布されました。

レッドホットチキン

多様化する市場のなかで
斬新な商品を次々に投入！
新鮮な野菜とカーネルクリスピーをトルティーヤで包んだ「ツイス
ター」は、片手で食べられる手軽さが好評。今や夏の代名詞ともい
われる「レッドホットチキン」は2004年に誕生しました。

6代目

KFC公式アプリ
サービスがスタート

2000〜

ダークな色の組み合わせで、大人っぽい印
象に。

2018年からは、来店・お買い
上げごとにチキンマイルが貯
まるおトクなサービスも追加。

国連WFP「学校給食支援」
への寄付を開始
貢献活動に熱心だったカーネル・
2005〜

ポイントカラーの赤がKFCらしさを演出し
ています。

新しいタイプの店舗が
続々オープン

上国の子どもたちに学校給食を

レストランタイプ・体験型店舗

ンダースの波乱に満ちた

オリジナルチキンやカーネルのレシピを忠実に再現したス
ペシャルメニューを、ビュッフェ形式でお楽しみいただけま
す。南町田グランベリーパーク店は、体験型店舗として
キッズスクール専用スぺースを設置しています。

１冊。現在は、電子書籍で

人生などを色濃く詰めた
販売中。

閉店時に残ってしまった「オリジナルチキン」など

提供し、栄養状態の改善を目指

を凍結保管し、提携しているこども食堂などに寄

す活動に賛同しています。

贈しています。これは、全国展開している外食企

新しい生活様式に
対応した新サービス
を投入

業として初の取り組みです。
DATA

KFCのおいしさへのこだ
わりや創業者カーネル・サ

こども食堂への支援を開始

サンダースの意思を受け継ぎ、途
7代目

初のオフィシャルブック
「やっぱりケンタッキー！」を出版

©Mayumi.Rui

2007年からの
累計寄付金額／

4億3,000万円
©Mayumi.Rui

▲キッズスクール専用スぺース

カフェタイプ
店内でゆっくりくつろ
ぎたいという声にお応
え し て 、プ レ ート メ
ニューやスイーツもご
用意しています。

つくる喜び、食べる楽しさを
教える「キッズスクール」を開始
小学生のお子さまを対象に、
「オリジナルチキン」の調理体験が
できる「キッズスクール」を展開。調理したチキンは、ご家族と一
緒に召し上がっていただきます。

カーネル立像が
24年ぶりに発見

11月21日をフライドチキン
の日に制定
１号店の名西店のオープン日を「フライドチキン
の日」として記念日に登録。店舗では、お客さま
に特製カードをお配りして感謝の意をお伝えして
います。

バルタイプ
夕方以降はバルとして
もお楽しみいただける
店 舗 。オリジナ ル ハ イ
ボール「カーネルハイ」
などのアルコールも提
供しています。

1985年に道頓堀川に投げ込まれ
たカーネル立像が、2009年3月に
発 見されました 。
「 おかえり！
カーネル」と命名され、今は大阪
支社でお客さまをお迎えしてい
8代目

2009〜

ます。
9代目

カフェエ プ ロン の 赤 い ラ イン が 目を 引き
ます 。

▲2020年度
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2015〜

親しみのあるチェックのデザイン。

ドライブスルーでの
キャッシュレス決済を試験導入

テイクアウト商品を非接触で
提供できるピックアップロッカー

ETCサービスを、
ドライブスルーでのお
支払いで利用できる試みを開始。利便
性の向上はもちろん、感染症対策のひ
とつとして注目を集めています。

受け取り時間を指定してネット
オーダーした商品を、暗証番号で
開閉するロッカー経由で受け取
れるサービス。配達代行のスタッ
フもご利用いただけます。

10代目 2020〜
50周年を記念して、新しいユニフォームがお
目見え。

次の50年も、お客さまを
ワクワクさせるチャレンジを
続けてまいります

▲2019年度

5

おいしい もので
人をしあ わせにしたい
初めてフライドチキンを口にした創業メンバーは、
「こんなにおいしいものがあるのか」と
驚きを隠せなかったといいます。

■ Corporate Philosophy

おいしさ、しあわせ創造

おいしさを創造し、お客さまをしあわせにしたいと
願うのと同時に、確固たる安全・安心をお客さまに
お約束してきました。

素材・物流・調理・サービスまで、
１970年代

1980年代

一気通貫したすべての工程にこだわる。
こだわりに終わりはなく、常に磨き上げ、
さらなる高みを目指す。

1990年代

2000年代

創業から50年。カーネル・サンダースの
想いを受け継ぎ、さらに進化させてきた

■ Mission Statement
・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、お客さまに楽しく、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

■ KFCの取り組み
1. おいしさを創造し、お客さまをしあわせに

……………P.8 - 17

2. 働く人々をしあわせに …………………………………………

P.18 - 23

3. 地域とともに豊かな未来に向けて ………………………

P.24 - 29

4. 地球の未来のために ……………………………………………

P.30 - 37

会社案内

………………………………P.38 - 47

私たちKFCの誇りです。
〈 編 集 方 針 〉 日本KFCホールディングス株式会社が発行する本レポートは、当社グループの事業活動に伴う社会的な責任を踏まえて、
企業の姿勢とサステナビリティ活動、CSR活動をわかりやすくまとめたものです。
〈 報告対象組織 〉 日本KFCホールディングス株式会社（KFCHJ）、日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社（KFCJ）
〈 報告対象期間 〉 2019年4月〜2020年10月までの活動を報告対象期間としておりますが、一部、期間外の活動についても報告しています。
2010年代

6

2020年代

※2020年以降に撮影した従業員は、撮影用に一時的にマスクを外しています

7

お客さまにお出しする食事が間違いなく
おいしいことを保証するのが、
チームと店の道徳上の大切な義務だ

1

おいしさを創造し、
お客さまをしあわせに
1980年代

鶏の飼育から配送、お店での調理に至るまでのすべての工程を
2000年代

１970年代

KFCでは一気通貫して厳格な基準で管理しています。
だからこそ、絶対的に「安全・安心」で唯一無二のおいしさを
提供することができるのです。

1980年代

2010年代

１970年代

チキン専門店の誇りと覚悟をなくしては、成しえないこだわりです。

1990年代

１970年代

8

1990年代

創業から変わらず大切にしている「安全・安心なおいしさ」への飽くなき追求は、

2020年代

9

No.1チキン専門店であるゆえん

KFCは、管理の行き届いた登録飼育農場で育てられた国内産鶏
びな

素材への徹底したこだわり

の中雛のみを厳選して使用しています。
それは、誰にも真似できないおいしさへのこだわりであると同時に、
揺るぎない「安全・安心」をお客さまにお約束するためのKFCの覚悟
でもあります。

オリジナルチキンがお客さまに届くまでの、一気通貫した安全・安心な仕組み

KFC登録飼育農場

KFCカットチキン生産認定工場

ふ

孵卵・選別

飼育

カット

衛生管理の行き届いた種鶏場で

衛生管理はもちろん、温度・湿度、

世界レベルの厳格な認定基準を

孵化したヒナは、健康チェックを

採光、換気も細かくチェックして最

満たした工場で、チキンは鮮度を

経てKFC登録飼育農場に送られ

適な環境で鶏を飼育しています。

保ったまま9つにカットされます。

ます。

100%国内産

チキンは

KFCは、登録飼育農場で飼育された国内

中雛を厳選

産鶏のみを使用。飼料のひと粒ひと粒ま
でしっかり管理し、
「安全・安心」なおいし
さにとことんこだわっています。

生後38日前後飼育の

100%

全国に約200カ所

KFC独自の9カットで
余すところなくおいしく

スーパーなどで売られている若

北は北海道から南は沖縄

食材を無駄にせず、部位

鶏は、生後50日前後飼育が一般

まで、KFCの登録飼育農

ごとのおいしさを味わって

的。KFCは肉質や旨みにこだわっ

場は日本全国に約200カ

いただけるようにと編み

て、生後38日前後飼育の中雛だ

所もあります。だから、全

出 され た 、K F C 独 自 の

国どの店舗にも新鮮なチ

カット方法。5つの部位、

キンを日々、供給すること

計9つにカットされます。

けを厳選しています。

独自に開発した飼料

登録飼育農場は

ができるのです。

鶏特有の臭みを抑える飼料も
な飼料は使いません。自然にも

レシートにはチキンの
産地を表示！

鶏にもやさしい独自に開発した
飼料で飼育しています。
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ウイング

リブ

リブ

サイ

ドラム

で飼育
ありますが、KFCではそのよう

キール

ウイング

サイ

ドラム

600

世界レベルの
項目で
安全な品質をチェック
KFCカットチキン生産認定工場は、KFCの米国本部Yum!Brands,Inc.が

お客さまに提供するチキンがどの農場で飼育されたのか、

定めた世界レベルの基準で、安全・安心な品質をチェックしています。

KFCではすべて把握しています。さらに、店頭のボードや

機器や設備はもちろん、従業員の管理や危機対応に至るまで基準が

レシートに表示して、お客さまにお知らせしています。

設けられています。
11

オリジナルチキンは、誰もが調理できるわけではありません。オリ

誰にも真似できない味

ジナルチキンの調理担当者は、KFC独自の認定資格「チキンスペ

創業から変わらない手づく りの調理法

シャリスト」の取得が義務づけられています。
カーネル・サンダースが編み出した誰にも真似できない商品を、お
客さまがいつ、どの店舗で召し上がっても、変わらないおいしさで提
供するための仕組みです。

オリジナルチキンがお客さまに届くまでの、一気通貫した安全・安心な仕組み

KFC店舗
鮮度を保って毎日配送

ひとつずつ手づくり調理

午前中にカットされたチキンは、鮮度を

独自の 調 理 法 で 生

お客さまの 立 場になっ

保った状態で午後には出荷されます。

チキンから、ひとつ

て 考え、お客さまをお迎

ひとつ手づくり調理

えしています。

します。

ホスピタリティあふれる接客

お客さまの食卓へ

※地域により、配送日数が異なります

とおいしい
知っているともっ

チキンの鮮度を保つために

毎日配送

店舗へ

KFCは、店舗への配送を毎日行える盤

生のチキンでひとつずつ手づくり

鮮度とおいしさを実現するための

50工程

フライドチキンはフライヤーで調理されることが一般的です

50工程

カーネルが10年もの歳月をかけて編み出したあの味のレシピを知っ
ているのは、世界でもたったの3人だけ。スパイスは数種類ずつ調合
されて店舗に納品され、調理する際にブレンドして初めて完成しま
す。こうして、誰にも真似できない味を守り続けています。
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リブ

サイ

深みのある旨みが特長

脂身が多く食べ応えバッチリ

あばらの部分なので小骨が多いものの、
「しゃぶって食べるのが好き」と言う声も。
旨みは強いけれど、脂身は少ないので意外
とあさっり。

5つの部位のなかでも最も脂身が多い、腰の部
分。食感もしっかりしていて、食べ応えがありま
す。中央にある大腿骨（太い骨）をひねって抜く
と食べやすい。

からほろりと外れるやわらかさは、圧力調理のなせる業です。

※地域により、配送日数が異なります

11スパイス＆ハーブ

5つの部位

オリジナルチキン

が、KFCは圧力釜で揚げています。ふっくらジューシーで、骨

舗に供給できるのです。

カーネル秘伝のレシピ

185度15分の
圧力調理

石な配送網を構築しています。だからこ
そ、新鮮なチキンを日々、全国1,136店

ふっくらジューシーに仕上げる

衛生管理

下ごしらえ・調理

次の調理の準備

手順や回数を確認し
ながら、手 洗 いを行
います。完全手洗い
と呼ばれる、高 い 衛
生状態を保てる方法
を取り入れています。

生のチキンにひとつずつ粉をつけて揚
げます。チキンの下ごしらえから圧力釜
に入れるまでの作業は、制限時間内に、
正確に行うことが求められます。少しの
差が、味と鮮度に影響を与えてしまうの
です。

一度揚げるごとに揚
げ 油はろ過し、圧 力
釜の内側に付いた揚
げかすを取り除く徹
底ぶりです。

ドラム

キール

食べやすくジューシーな
味わいが人気

あっさりしていて
やわらかい

オリジナルチキンと聞くと、
大半の人が思い浮かべるで
あろう代表的な部位。小骨が
なく食べやすいことから、小
さなお子さまに人気。

胸の部分。脂身が少なくてあっ
さりした口当たりなので、とくに
女性から人気です。軟骨と小骨
以外は肉なので、食べやすい点
も好評。

ウイング
しっかりした肉質で
コラーゲンもたっぷり
よく動かす手羽の部分な
ので肉質がしっかりして
いて、濃厚な味わいを楽
しめます。手羽中の2本の
骨をひねって抜くと食べ
やすく、おすすめです。

※店頭での部位指定はお断りしています

13

カーネルから受け継がれてきた

オリジナルチキンの調理法をカーネルから直々に教わった人は、

誰にも真似できない味への こだわり

口をそろえて「チキンへのこだわりが凄まじかった」と言います。
20にも上る調理工程を守ることは当然のこと、食べる人を想い、徹底
的に愛情を込めて調理すること。今のKFCにも、カーネルの想いは
脈々と受け継がれています。

解説します！
オリジナルチキンマイスターとは…

手づくりの調理法

チキンスぺシャリストのなかでも、
トップレ

生チキンにひとつずつ粉つけする

ベルの技術と知識を有する。カーネルの志
と調理法の指導を行う伝導師。
オリジナルチキンマイスター／
笠原 一樹

1

3

全国約200カ所
の登録飼育農
場から、新鮮な
チキンが届く。

5

余分な脂があれば 丁
寧に取り除く。こうす
ることで 、臭みのな
い、旨みが際立つ仕
上がりに。

2
袋を開け、チキン
の色と匂いをひと
つずつ確認する。

7

衣をつけるため の
つなぎ液に浸す。浸
す秒数なども、細か
く決められている。

4
部位ごとに皮を伸
ばし、骨を整える。
こうすることで、お
いしく揚がる。

9
両手にチキンを持ち、
振動で余分な粉を払
い落とす。機械ではで
きない絶妙なさじ加減
こそが、あのおいしさ
を生み出す。

チキンと粉を底から
すくい上げるように
して、粉をまんべん
なくまぶす。動作と
回数は、細かく決め
られている。

6
秘 伝 の ス パ イス を
ブレンドした粉の上
に 、チキンを手 早く
広げる。

10

力を込めて両手でプ
レスして、チキンひと
つひとつに粉をしっか
りまぶしつける。味を
左右する大事な工程。

誰にも負けない
チキンへのこだわり

更新できないチキンスぺシャリスト

対談

オリジナルチキンの調理担当者は取得が義務づけら

14

ピードを守ろうとして雑になってしまう人もいます。

羽鳥：粉つけに時間がかかってしまうと、チキンか

基礎がしっかりできたうえで、
スピードを追求しなく

ら出てきた水分で余計な粉がついてしまう。
そうす

伊藤：私も、焦るあまり丁寧さに欠けてしまうこと

伊藤：スピードは大切ですよね。
調理時の回数や秒

てはいけない。

がありました。ボーンダウン（※）で皮がめくれてし

るとしょっぱかったり、硬くなってしまうことも。

数まで細かく決められていることに、初めは驚きま

した。

チキンスペシャリストランク

らない。慌ててボーンダウンをして皮がめくれてし

ンで働いている人は１万人以上います。
すべてのお

S

ない。だったら、事前の準備や調理計画をしっかり

らえるように手順を細かく決めています。
チキンスペ

羽鳥：そこを急いでも、お客さまへの提供は速くな

で終わりではなく、毎年、知識と技術の確認を行い、

□ 試験は、筆記と技能の2種類。
技能は50項目に渡って細かくチェックする。

A

□ チキンスぺシャリストを取得している従業員は、
全国に約1万人。

B

□ C〜Sまでランクがあり、A〜Sランクは全体の
1割に満たない。

チキンを手早くカ
ゴに並べる。部位
ごとに位置が決め
られている。

まったことが…。

れている「チキンスぺシャリスト」。取得したらそれ

こうして、KFCは商品の質を保ち続けています。

専用の圧力釜で15分
かけてじっくり揚げる。
最高温度は185℃。

8

毎年の試験をクリアしなければ
一定のレベルをクリアしなければ合格となりません。

11

C

試験の結果に応じて
ランクが決定する

まったら、
それはケンタッキーが提供する品質では

練馬駅前店スタッフ／
伊藤 ほなみ

立ててほしい。
伊藤さんなりのチキン調理へのこだ

伊藤：チキンを調理する際、粉つけのプレスを大切

伊藤：粉つけのプレスをしっかりするようにしてい

オリジナルチキンマイスター／
羽鳥 裕昭

わりはありますか？

にしていますが、羽鳥さんは何が大切だと指導し

ます。入社時に大切なポイントとして教わって、力

羽鳥：いちばんは丁寧さ。
でも、
スピードも。速く丁

てもらって確認したら甘くて…。

寧”のなかには“正しく”っていうことが入ってくる

が破けてしまったり、食感もよくない。

ていますか？

寧に、両方ないとおいしいチキンがつくれない。
“丁

し、“速い”には温度管理も入ってきます。でも、ス

羽鳥：日本だけでも1,13�ものお店があって、
キッチ
店で
「ケンタッキーのチキンおいしいね」
と言っても

シャリストを取得して手順を覚え、カーネルのこだ

わりや想いを受け継いで、ひとりひとりが職人に

なっていく。
それが大切だと思っています。

伊藤：お客さまが「チキンがおいしかった」
とお電話

を込めて行っていたつもりなのですが、動画を撮っ

をくださったことがあったんです。
そのときは本当

羽鳥：味が薄くなる可能性が高いですね。あと、皮

カーネルに誇りに思ってもらえる職人でありたいと

伊藤：その通りでした。

※ボーンダウン＝揚げあがったチキンをトレーに移す作業

にうれしくて…。そのときの気持ちを忘れずに、
思います。

15

「食」で社会を支える 私たちに今、できること
KFCには、誰にも真似できないおいしい食事を ご提供し続け、社会を支える使命があると考えて
います。そのために私たちがすべきこと、できる ことを模索し、ひとつずつ取り組んできました。

16

お客さまと従業員の安全・安心を第一に考え、感染症対策を徹底して店

KFCは安全・安心な食を提供するために、徹底した衛生管理を行ってい

舗を運営しています。いち早くポスターを制作して店頭に掲示し、WEB

ます。感染症の流行初期に「完全手洗い（P.12）」の動画を作成し、SNS

サイトでも対策についての情報を発信しています。

を通じていち早くお客さまにお届けしました。

17

1970年代

1970年代

2

働く人々をしあわせに
私がビジネスを築き上げることが

KFCは、
「人」なくしては事業が成り立たない

できたのは、
つまるところ人だ

ピープルビジネス だと考えています。
人が丁寧に手づくり調理した商品を、
1980年代

人の手でお客さまへお渡しします。
そう、人がブランドを創り、ブランドが人を創るのです。
すべての人が個性と力を発揮し、互いを高め合う文化と環境が

1990年代

18

2000年代

2010年代

2000年代

2020年代

KFCにはあります。

19

KFCの仕事は理屈ではなく「想い」。
お店のために、人のために

私の大好きなKFCのおいしさを
ひとりでも多くの方に知ってもらいたい

お客さまにも仲間にも喜んでもらいたい。
その想いが自分の原動力です

—お客さまが笑顔になってくださるか—
常にその気持ちで新商品の
検討・改良を重ねています

長吉店店長／岡村 隆広

マーケティング部／佐藤 香織

梅田店SMGR／先田 光

商品開発部／丸 勝也

従業員が楽しく働ける環境づくりを。
私たちの笑顔は、お客さまの
満足につながるから

仕事を自分事化できたら、
最大の成果が発揮できる。
だから、店舗従業員との対話を密に行います

竹の塚店副店長／冨田 恵美梨

直営営業部／齊藤 昭典

人がブランドを創り、ブランドが人を創る

KFCのピープルビジョン
ＫＦＣで働く人は皆、カーネル・サンダースの家族の一員です。カーネル

実現するための行動指針

賞

賛

仲間の頑張りを認め、称える文化がKFCにはあります。とび
きりの笑顔と「ありがとう」のひと言を忘れずにいることが、
KFCで働く全ての人のモチベーションにつながります。

の熱い想いを受け継ぎ、お客さまをワクワクさせるブランドであり続け
られるよう自分を高め、仲間と互いに高め合う。常に変革を起こし続ける

QSC×H

ブランドであるには、人の成長が欠かせません。

KFCで
働く人として
●最高の自分でいよう
●楽しんで働こう
●変革をもたらそう

働くうえで
大事にすること
●商品に情熱を込め、
自信を持って提供する
●最高のサービスで、全てのお客さまを
家族のようにもてなす
●全てのお客さまが、しあわせな
気持ちでお帰りになれるように

私たちKFCの仕事の基本です。お客さまにしあわせな気持
ちでお帰りいただくためには、ひとつでも欠けてはいけませ
ん。そして、全ての行動に、おもてなしの心を忘れずに。

×

QSC×Hを磨くために
●ブランド理念研修
KFCブランドの原点や
価値、QSC×Hの重要
性を学ぶことを大切に
しています。各種研修
を通じて定期的に確認
し、その意味を理解す
るようにしています。

●お客さまの声アンケート

Quality

Service

Cleanliness

Hospitality

（商品の品質）

（サービス）

（清潔さ）

（おもてなしの心）

お客さまの声をもとに店舗の課題を洗い出
し、すぐに改善に取り掛かります。満足度と
いった数値の評価だけでなく、具体的なご
指摘にこそしっかり目を向けています。

知識と技術を磨くオペレーション競技会

CHAMPSチャレンジ

Cleanliness（身だしなみや店舗は常に清潔か）

調理や接客の知識と技術を磨き上げる「CHAMPS
チャレンジ」を開催しています。実践形式で行い、動

Hospitality（おもてなしの気持ちを常に持っているか）
Accuracy（商品提供は正確にできているか）

作のひとつひとつまで細かくジャッジし、評価・フィード

Maintenance（施設のメンテナンスは行き届いているか）

バック。個々のスキルアップと、店舗のQSC×Hの向

Product quality（良質な品質を一定に保てているか）

上に直結します。

Speed with service（迅速なサービスができているか）

※CHAMPSとは、お客さまがKFCに期待する6つの項目の頭文字。

何事にも笑顔で挑戦を！
挑戦し続ければ新たな
発見・ワクワクに出会えるから
経営企画部／大竹 彩子

全ての作業にこだわりをもって。
いつ、誰に見られてもいいように
新宿南口店店長代行／渡邊 貴史

人の成長が何よりもうれしい。
それが全て、KFCの未来に
つながっていくから
人財開発部／大木 航輔

丁寧で、笑顔の接客は気持ちがいい。
お客さまがまた来たくなる
お店づくりに貢献を
梅田店STAR／春日 陽愛

人とのつながりこそが、何よりも大切。
どんな仕事も、人なくしては
成り立たない
購買部／吉永 真人

求めるばかりでなく、
自分が見本となるように。
だから、指導も接客も
笑顔を絶やさずに！
イオンモール伊丹店SMGR／井上 恭子

20

21

誰もがいきいき働けるように

成長・活躍を支える制度
子どもがいるからこそ、仕事を頑張れる

仕事への徹底したこだわりの集合体

産休から復帰して半年、時短制度を利用

年配のお客さまには親しみのある接客を

店長としてのこだわりが強いと、自分で

して働いています。
この制度を使って活躍

子育てがひと段落してから、��年間KFC

も思っています。従業員が仕事を自分事

で勤務しています。住宅街の店舗なので

大きな不安もなく職場に復帰しました。

パワーアップできました。
パートナーから

したらいいか困っているときは私の腕の

れからも色々なことに挑戦していきたい

のこだわりが集まったからこそ受賞でき

まに合った接客を心掛けています。

している先輩の姿を見ていたこともあり、

として考え、動くようになって高の原店は

店長になるという目標をあきらめずに、
こ

シニアのお客さまも多く、どのように注文

も提案が上がるようになり、仕事への皆

です。

見せ所。ゆっくり話しかけるなど、お客さ

たと思っています。

時短勤務制度を利用
アリオ川口店店長代行／川田 佳乃

“真似したい”と思われる接客を心掛けて

「おかえりケンタッキー（※）」を使って

えて接客してきました。ホスピタリティに

レーニングや研修がしっかりしているこ

本となる行動をとってパートナーの育成

ができました。
これからも、お客さまに満

からエリア・店舗限定社員制度ができる

対する考え方にはまだ差があるので、見

と聞き、社員になりました。
この制度のお

かげで、育児も仕事も思い切り楽しめて

に努め、永福町店に貢献していきたいと

エリア・店舗限定社員制度を利用
新座野火止店店長代行／佐々木 みゆき

スーパーホスピタリティ賞
永福町店SMGR／木下 亜矢子

います。

れられません。自分が理想とする店舗を

自分の力でつくれるよう、
これからも努力

します。

めました。いちばん心強かったのが、
ト

南浦和店店長代行／村田 文哉

と。外国籍の私も、
スムーズに覚えること
足していただける商品とサービスを提供

思っています。

※おかえりケンタッキー＝結婚や出産など、
ライフスタイルの変化によってKFCを辞めることになった
社員・パートナーの復職を支援する制度。

長の勧めで、社員登用試験を受けまし

た。
それまでの勤務態度を見て
「君ならで

体系的なトレーニングで働きやすい
韓国から来日して�年目に、KFCで働き始

したらお客さまが喜んでくださるか」を考

になりたいと思っていました。
当時の店長

パートナーとして勤務していたお店の店

きるから」
と言ってくれたことは、今でも忘

特別な取り組みをした訳ではなく、
「どう

パートナーとして復職し、いずれは社員

「人」の存在がKFCに就職した決め手

していきます。

高校卒業後、KFCの他にもアルバイトを
掛け持ちしていました。
他のバイトは辞め

ララガーデン川口店ALL STAR／チャン ヨンキョン

ても、K FC だ けは 辞 めようとは 思 わ な
かった。
「人」の温かさに恵まれたことが

大きかったと思います。社員になった今、

パートナーの育成に貢献し、人の輪をつ

くっていきたいです。

ライフスタイルに合った働き方が選べる

個々の能力をさらに高める

誰もがいきいき働ける

限定社員制度

賞賛の文化

ダイバーシティ への取り組み

●エリア・店舗限定社員

●日時限定社員

●時短勤務制度

勤務する地域や店舗を限 地域や店舗といった働く 育児だけでなく、介護中
定できる。
勤務時間数は、 場所に加え、勤務曜日・ の社員も取得できる。
通常の正社員と同じ。
時間も限定できる。

■ 日本KFCホールディングスグループ雇用情報
従業員男女比率

女性

27.9％

（前年度26％）
男性

72.1％

2020年度
全従業員

807名

225名

「君ならできるから」のひと言で

越谷駅前店SMGR／浦野 早苗

年間優秀店舗賞GOLD AWARD
イオンモール高の原店店長／竹中 智

通勤時間が短いので育児と両立できる

社員登
用制度
活躍の
場を広げ で
ることも

チャンピオンカードを使って、仲間を賞賛する文

国籍や年齢、性別などを越えて、すべての人が

化がKFCにはあります。店舗や従業員を積極的

能力を発揮して活躍できる環境を用意していま

に表彰して頑張りを認めることで、個々の意欲

す。人がブランドを創る。そう考えるKFCにとっ

や能力をさらに引き出します。

て、個性は大切な財産です。

池袋店副店長／町田 莉奈

※2020年10月末日現在

KFCパートナー人数（パート・アルバイト）

女性店長比率

※フランチャイズ社を含めたブランド全体

37,000名

女性管理職比率

11.9%

9.5%
8.2%

8.2%

時短勤務制度利用者数

9.6%

26名

10.2%
22名

約

出産・介護休暇制度利用者数 2020年11月

15名

12名
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障がい者雇用比率

2.16%

12名

2.31%

2.24%

国の基準2.2％

16名

（前年度約32,000名）

社員の子育てを積極的にサ
ポートする企業として、
厚生労
働大臣の認定を受けました。

（前年度74％）

582名

「くるみんマーク」
を取得

2018年度

2019年度

2020年度

2018年度

2019年度

2020年度

2018年度

2019年度

2020年度

2018年度

2019年度

2020年度

2018年度

2019年度

2020年度

23

3

１970年代

１970年代

私にとって、
お金がすべてではなく、

地域とともに
豊かな未来に向けて

1980年代

よいことをして人助けをすることの方に、
より興味があったんだ

創業者のカーネル・サンダースは、
1990年代

地域への貢献活動に熱心に取り組む人でした。
「地域のお客さまは家族」として、その生涯を終えるまで
地域のためにできることに力を尽くしたといいます。

2000年代

2010年代

2020年代

2020年代

私たち日本KFCはその想いを胸に刻み、
地域のために、人のために、できることを模索し挑戦し続けていきます。

2010年代

24

2010年代

2010年代

2020年代
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すべての人に価値ある食事を

DATA

こども食堂などへチキンを寄贈

累計
約6,700食
を提供

私たちにできることで、近隣のお客さまを笑顔に

DATA

カーネル立像がある
店舗のうち、

武者カーネルの制作

100店舗超
が実施

1984年から続く地域活動のひとつ

閉店時に余ってしまうチキンを、
ニーズのある場所に届けたい…

こどもの日はファミリーのご来店が増えることから、千葉三越店（閉店）の従業

閉店時にまだおいしく食べられるチキンを廃棄することを、もったいなく

員たちが「お客さまに喜んでもらえたら…」とカーネル立像に鎧・兜を着せたの

思っていました。食品ロスへの取り組みが盛んになるなか、何かできること

が始まり。この取り組みにも、創業者カーネルの想いが受け継がれています。

はないか…と方法を模索してきました。

コロナ禍の2020年も、お客さまの笑顔のために
海外のKFCを参考にチキンを寄贈する仕組みを構築

緊急事態宣言下にあった、2020

海外のKFCでのガイドラインを参考に、おいしさも安全性も担保したうえ

年のこどもの日。
「皆が少しでも

でチキンを寄贈する仕組みを2019年11月に構築しました。調理済みの商品

笑顔になれれば」と、安全に配

を食材としてこども食堂などに寄贈するのは、全国展開する外食企業とし

慮し、例年どおり武者カーネル
の制作にあたった店舗がいくつ

ては初の取り組みです。

もありました。

ルールに則って、安全・安心なおいしい食事を提供
チキンはルールに則って凍結保管され、こども食堂などへ届けられます。

ビバシティ彦根店／滋賀県

子どもたちの安全に配慮し、解凍後に骨を取り除き、さらに加工・加熱調理

福知山店／京都府

那珂川店／福岡県

フジグラン北島店／徳島県

宇都宮アピタ店／栃木県

をして提供されます。

店内で凍結・保管

NPO法人等の団体の
物流ソリューション

こども食堂など

食べる楽しさ、つくる喜びを伝えたい

キッズスクール
おいしくつくる秘訣を学ぶ

横浜市・川崎市・埼玉県・富山県に
支援の輪が広がっています

食べる人を想って心を込めてつくる

DATA
DATA

累計
351回開催

みんなで楽しく食べる

チキンを提供している店舗の声
社会貢献に興味を持つ
きっかけになれば
南浦和店店長／松尾 倫子
お店での取り組みをきっかけに、学生パー
トナーが社会貢献や食品ロスの削減に興

調理シーン

味を持ってくれました。素晴らしい活動に

オリジナルチキンの調理法と、カーネルが大切

12番目のスパイス 心 を込めて、オリジナル

出来上がったオリジナルチキンは、その場で

参加できることを、私も誇りに思います。

にし、今もKFCに受け継がれている おいしく

チキンの調理にチャレンジ。お店と同じ方法で

お召し上がりいただきます。お子さまはもちろ

つくるための12番目のスパイス を学びます。

つくります。

ん、保護者の方からも笑みがこぼれます。

提供メニュー例

こども食堂などの支援活動に、KFCはサポーターとして加わっています。
「もったいない」が「おいしさしあわせ」に変わるお手伝いをしています。

地域への貢献に、
お客さまからお褒めの言葉も
東浦和店店長／植田 智仁
横浜市での取り組みを知っていたので、埼
玉への展開が決まったとき「ついに始まる
のか！」と思いました。地域に貢献できる

命をいただく意味も教えています
カットされたチキンを並べて、一羽の鶏だったことを
お子さまたちに見せています。KFCでは、命をいた
だくありがたさを知ってもらいたいと願っています。

KFCは、素晴らしいブランドだと思います。

26

※現在は、キッズスクールは休止しています。

27

CSR

KFCの

『地域を支え、人を支える
力強いブランドであるために』
KFCは、日本全国に1,136もの店舗を構えています。
地域のお客さまにご利用いただけて初めて、店舗を運営することができます。
創業者カーネル・サンダースの言葉を借りれば、
「地域のお客さまは家族」。
地域のお客さまなくして、KFCの店舗運営は成り立ちません。
私たちは地域と、その地域に住まうお客さま・従業員の未来のために、できることに挑戦し続けていきます。

自分自身に正直であれば、
自分が良い仕事をしているか、
そうでないかわかるはずです

2020年ノーベル平和賞受賞

国連WFP
「学校給食支援」
国連WFPは、途上国に暮らす子ども達の栄養状態を
改善するために、様々な国や地域で学校給食を提供
しています。KFCはその想いに賛同し、2007年から
©WFP／Boris Heger

活動を支援しています。

●2020年「学校給食支援」寄付金額
1億160万円／約339万食
●2007年からの累計寄付金額
4億3,000万円

フードドライブ
KFC横浜本社では、地域貢献のひとつとして
フードドライブを開始しました。集まった物資
は、こども食堂支援で協力関係にあるフードバ
ンク横浜を通じて、ひとり親世帯などに配布さ
れました。今後も、地域のために定期的に実施

スペシャルオリンピックス日本

していきます。

スペシャルオリンピックスは、知的障害のある人達に日頃のトレーニングと、

寄付した物資（2020年9月実施分の一部）

その成果の発表の場である競技会を提供しています。KFCは、スペシャルオ
リンピックス日本が発足した1994年から、活動を支援しています。

休みなく練習して金メダルを獲得

● お米21kg（270食分）

● 乾麺36袋分（120食分）

● レトルト食品46袋

● 缶詰36個

永福町店特別社員／
八木 利郎

厳しい練習を経て成功体験を積めたことで自
信が持て、何ごとにも意欲的に取り組めるよう
▲ボウリングでアブダビ世界大会に出場したときの様子。 ▲アブダビ世界大会で獲得したメダル。
シングルスで金、ダブルスで銅、団体で銀を獲得。
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になりました。お客さまに笑顔になってもらえる

次の50年もその先も、私たちにしかできない
チャレンジを続けていきます

ように、KFCの仕事も頑張っています。

29

4

地球の未来のために
私たちが暮らす地球は、いくつもの課題を抱えています。
温暖化、資源の枯渇、生態系の危機…。
異常気象や災害となって、その課題はすでに表面化しています。

50年先の未来も、その先もずっと地球と共存していけるよう、
私たちKFCは、地球環境を守るための取り組みを積極的に行っています。

できることはすべてやる。
やるなら最善を尽くせ

30
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地球環境を守る
企業であり続けるために
バイオマスプラスチック

店舗の排水に混ざる油脂ごみを

30％配合のレジ袋で提供

電力として再生

プラスチック製買物袋の有料化制度の実施に伴い、KFCではバイオマス素材を30％配

店舗の調理機器を洗浄するときにどうしても油汚れが流れ出てしまい、こ

練馬駅前店店長／斉藤 聖人

合したレジ袋を導入しました。バイオマスの配合率25%以上のレジ袋は地球の温暖化

れらは産業廃棄物となります。KFCでは、この油汚れを回収してバイオマ

産廃から発電するという話を聞いたときは、本

対策に寄与することから、有料化の対象外となります。そのため、お客さまにレジ袋の

ス燃料を製造し、ディーゼル発電機で発電するシステムを導入しています。

代金をご負担いただくことなく、商品をお買い求めいただいています。

地球環境を守るために、導入店舗を拡大していきます。

みなとみらい東急スクエア店店長／
千葉 真理
お客さまから「買い物がしやすくて助か

当に驚きました。環境対策に貢献できることは
もちろん、興味を示してくれるパートナーがい
たこともうれしく思います。

バイオマス素材を配合した
製品に入っているマーク。
数字は配合率を表します。

KFC店舗

浮上油脂を回収

る」と言うお声をいただきます。環境に

分離させて
バイオマス燃料を製造

ディーゼル発電機
で発電

電力として使用

配慮しながら、無償での提供を続ける
KFCの企業努力を誇りに思います。

紙製の包材は、2020年度中に

排水設備

すべてFSC 認証紙に切り替え
チキンを入れるバーレルやBOX、
ドリンクの
カップなど、全20種の包材をすべて森林保全

産業廃棄物が
油汚れ（浮上油脂）

18

約

量に

74

店舗で
導入

※2020年10月末現在

1カ月分の
浮上油脂で

2,500世帯

約

の1カ月分の
電力に

に配 慮したF S C 認 証 紙に切り替えます 。
KFCでは年間で約5,300tの紙包材を使用し
ており、自然環境へ大きな負荷軽減につなが
ると考えています。
資材を変更するだけでなく、紙の使用量その
ものを削減する努力も継続していきます。
FSC認証紙を使用し
ていることを証明す
るマーク。
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環境パフォーマンスデータ（2019年度）

KFC ブランドは環境負荷を低減しています
外食産業の推計値を大きく上回る、食品リサイクル率を達成
廃棄物排出量

食品リサイクル率

19,718トン

外食産業目標値50%

59.8％

廃食油リサイクル率

100％

32％

●食品リサイクル率 （％）
100

（トン）
27,000

22,172
18,000

60.3%

24,292 23,703
20,321 19,718
56.2%

52.4%

50.8%

75

59.8%
50

9,000
25

KFC

持続可能なパーム油を購入
アブラヤシからつくられるパーム油は、世界で最も多く生産・消費されている植物
油です。パーム油の生産に伴う森林伐採が、地球の温暖化や熱帯雨林の破壊を引
き起こす要因だとされています。2017年から、KFCでは店舗で使用するフライオイ
ルはRSPO認証（Mass Balance）を得たパーム油を購入しています。

外食産業（2017年推計値）

飼料として再生利用
KFCでは、店舗で排出される使用済みの調理油を、国内
産鶏の飼料として再利用しています。この食品リサイク
ルループは、飼料ひと粒ひと粒から飼育方法まで、厳しい
認定基準を設けて国内産鶏を飼育しているからこそ実現

KFC店舗

できること。現在は、関西地区の直営35店舗で実施して
います。

飼料用油脂に加工

年度

CO₂排出量

フロン排出量

79,949 t-CO₂

532.7 t-CO₂

2016
年度

2017
年度

2018

2019

年度

0

年度

（t-CO₂）

（t-CO₂）
100,000

650

95,882
95,000

92,780

550

85,256

2015
年度

2016
年度

2017
年度

2018
年度

553 1

573 8
520.8

532.7

500

79,949

80,000

0

602.5

600

91,467

85,000

450

0

2019
年度

2015
年度

2016
年度

2017
年度

2018
年度

2019
年度

売上100万円あたりのエネルギー使用量
電気使用量

ガス使用量

水道使用量

957kwh

50.9㎥

10.8㎥

（m³）

（kWh）

（m³）

80

1,200
1,100

国内産鶏の飼育

2015

店舗の機器変更やエネルギー管理により、CO2の排出量を削減

90,000

使用済み調理油を国内産鶏の

0

1,119

1,129

15

1,128
60

972

1,000

57.0

57.1

58.7

53.7

957

50.9

11.4

11.6

11.7

12.0

2015

2016

2017

2018

10.8

10

40

900

5
800

飼料に加工

0
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2015
年度

2016
年度

2017
年度

2018
年度

2019
年度

0

2015
年度

2016
年度

2017
年度

2018
年度

2019
年度

0

年度

年度

年度

年度

2019
年度

※集計期間：2019年4月〜2020年3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。
※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（CO₂換算）データを掲載しています。

限りある資源を大切にし、
私たちにできることに挑戦し続けていきます
34
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SDGs

KFCの

持続可能な社会の実現に向けた KFCのアクション
この先の50年、更に先の未来まで地球と共存していくために、
KFCは事業を通じてさまざまな取り組みを行っています。

世界を変えるための17の目標とKFCの活動

KFCの活動

全店全面禁煙化
日本KFCではお客さまにゆっくりお食事を楽しんでいただきたい
との想いで2015年から店舗の禁煙化をすすめ、2018年12月に全店
舗の全面禁煙化を達成しました。

低アレルゲンメニューの販売
2017年7月から、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ゲンメニューの販売を開始。より多く
のお客さまにおいしく召し上がってもらうために、2019年10月から
「低アレルゲンチキンセット」の販売店舗をさらに拡大しています。
国連WFPの活動を支援
（学校給食支援）
こども食堂にチキンを寄贈
横浜本社でのフードドライブ

国連WFPの活動を支援
（学校給食支援）
こども食堂にチキンを寄贈
横浜本社でのフードドライブ

安全・安心、そして健康的な
商品の提供（国内産鶏）
全店全面禁煙化
国連WFPの活動を支援（緊急支援）
スペシャルオリンピックス日本を支援
低アレルゲンメニューの販売
働き方改革・健康経営
こども食堂にチキンを寄贈

食育（キッズスクール）
修学旅行生の受け入れ
国連WFPの活動を支援
（学校給食支援）

ダイバーシティ
（推進、限定社員制度）
おかえりケンタッキー
（復職支援制度）
国連WFPの活動を支援
（学校給食支援）
くるみんマーク取得
こども食堂にチキンを寄贈

障がい者雇用の推進
障がいのある人とも分け隔てなく働ける環境をつくり、多様化す
る社会の中での雇用のあり方を模索すると共に社会への貢献を
果たします。KFCグループでは障がい者雇用は法定雇用率を達
成しており、多くの仲間が店舗で活躍しています。

地域貢献（オレンジリボン）
子どもへの虐待のない社会を目指す、
「子ども虐待防止・オレンジ
リボン運動」に協力しています。

食品ロス削減
売れ残りや食べ残しなどの、無駄な廃棄物を出さない発生抑制を
行っています。発生した食品廃棄物などについては、再生利用に
省エネ化
（CO₂/フロンの排出量の抑制）
浮上油脂を電力として再生

国連WFPの活動を支援
（学校給食支援）
スペシャルオリンピックス日本を支援
障がい者雇用の推進
こども食堂にチキンを寄贈

安全・安心なサプライチェーンの確立
（KFC登録飼育農場）

国連WFPの活動を支援
（学校給食支援）
スペシャルオリンピックス日本を支援
こども食堂にチキンを寄贈

地域貢献
・オレンジリボン
・横浜本社でのフードドライブ

（

（

リサイクルの推進
・浮上油脂を電力として再生
・調理油リサイクルループ
紙製包材をFSC認証紙に切り替え
食品ロス削減
こども食堂にチキンを寄贈

（

（

取り組んでいます。

NPO法人 荒川クリーンエイド・フォーラムに参画
東京・荒川の河川敷を清掃する「荒川クリーンエイド」活動に、
2008年から積極的に参加しています。

国連WFPの活動を支援（緊急支援）
国連WFPは被災した地域にいち早く入り、人々に生きのびるため
の食料を届けています。

バイオマス30％配合のレジ袋で提供
紙製包材をFSC認証紙に切り替え
エネルギー削減目標の設定
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NPO法人 荒川クリーンエイド・フォーラム
に参画

バイオマス30％配合のレジ袋で提供
紙製包材をFSC認証紙に切り替え
RSPO認証パーム油の調達

国連WFPの活動を支援（緊急支援）
地域貢献（オレンジリボン）
こども食堂にチキンを寄贈

国連WFPの活動を支援（緊急支援）
フランチャイズ社、サプライヤーとの
連携強化
こども食堂にチキンを寄贈

37

日本KFC ホールデ ィングス株式会社
日本ケンタッキー・ フライド・チキン株式会社
CORPORATE PROFILE 2020
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価値を磨き、徹底する

次の50年に向けたチャレンジ

国内産の素材・加工・物流ネットワーク、店舗におけ

お客さまと従業員を笑顔にし、地域社会を元気にす

る手づくり調理に至るまでの、
「安全・安心なおいし

るだけでは次の50年、100周年を迎えることはできま

さ」を担保するための一気通貫した体制は、チキン専

せん。

門店だからこそ確立することができた唯一無二の仕

気候変動、資源の枯渇、飢餓・貧困など深刻な問題

組みです。これに、店舗でお客さまをお迎えする従業

を抱える地球環境など、これらの社会の課題に向き合

員のホスピタリティが加わり完成するKFCの商品を、

い、事業活動そのもので環境への負担を減らし、持続

今後も継続・徹底して磨き込み、未来に引き継いでい

可能な社会を実現していくことにも積極的に取り組ん

きます。

でいきます。
KFCは2019年から食品ロス削減・フードシェアリン
グの取り組みである、こども食堂等への食材支援、店
舗における産業廃棄物の再エネルギー化などの新た
な活動を始めました。今後も具体的なアクションを起
こし、ひとつひとつ着実に進めてまいります。

変化が激しい時代だからこそ、KFCブランドの原点
に立ち返り、カーネル・サンダースの信念を守り続け

未来に向けた変革と挑戦への決意
日本KFCホールディングス株式会社
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社
代表取締役社長

近藤 正樹

ることへの決意を新たにしています。
「本物のおいし
さ」を提供し続けることから生まれる「笑顔」を大切に

新しい日常を支えていくために

し、変革に取り組み、より良い社会の実現に向けて全
力でチャレンジし続けることをお約束します。

感染症が収束してもなお続くであろう価値観や消
費行動の変化をいち早く捉え、より良い商品・サービ
スを最も便利な方法で、最適なタイミングで提供して

創業50周年、今こそ変革のとき

まいります。それこそが、お客さまの真のご要望にお

が我々KFCの使命です。

応えすることだと考えております。具体的には、デリ

新型コロナウイルス感染症の流行は人々の価値観

バリー・
ドライブスルーの利用向上、キャッシュレスの

ドチキンが上陸して50年という節目の年であります。

そのものに大きな影響を与え、ライフスタイルや働き

さらなる推進など、ニーズの変化に対応したサービス

今日では多くのお客さまにご支持いただいています

方、消費行動を変化させ、世の中は一変しました。未

の強化を加速させます。ブランドを支える「人財」の結

が、創業当初はオリジナルチキンが売れない苦難の

曽有の危機の中、
「食」を通じて社会を支える責任を

束の強化にも改めて取り組み、仲間が賞賛し合い、互

日々が続きました。味への確固たる自信と、カーネ

果たすことの重要性を再認識しています。お客さまが

いを高め合う文化を醸成し続けていきます。新たな価

ル・サンダースの教えが、当時のメンバーを支えたと

期待されている価値を提供し続けることに加え、既存

値創造なくして、ブランドの持続的な成長はありませ

いいます。その想いを伝承し、人間が生きていくうえ

に捉われない変革にもスピード感をもって対応してま

ん。地域を支え、人を支える、なくてはならないブラン

で欠かすことのできない根源である「食」に従事し、

いります。

ドであるために行動をしていきます。

2020年は日本KFC50周年、つまりは日本にフライ
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真の「おいしさ、しあわせ創造」を追求していくこと
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お客さまをワクワクさせる

お客さまにワクワク体験を提供する

KFCの商品

KFCの店舗

KFCは品質にこだわり、お客さまがワクワクするような商品を

地域のお客さまのニーズや立地に合わせて、全国47都道府県に展開しています。

提供することをポリシーにしています。商品に込められた想いと工夫をご紹介します。

総店舗数

オリジナルチキン

1,136

サンド

チキンフィレサンド

鶏の一枚肉を贅沢にサンドしているこ

とが、名前の由来。今や世界中で親し

まれていますが、日本発祥の商品です。

店舗

店舗

（2020年10月末現在）

東北地方

68

（店）

年度

直営

フランチャイズ

合計

2016年

326

823

1,149

ツイスター

2017年

329

824

1,153

カーネルクリスピーと野

2018年

306

826

1,132

2019年

306

827

1,133

2020年

302

833

1,135

菜を、
トルティーヤで包ん
だラップサンド。片手で食

べられる手軽さも人気の

ヒミツ。ペッパーマヨとて

似できない唯一無二の味。
素材と手づくりの調理法にこだわり、
カー

64

店舗数推移
※4月1日〜翌年3月31日（12カ月間）

カーネル・サンダースが10年の歳月をかけて編み出した、誰にも真

北海道地方

（計画）

店舗

中国地方

関東地方

45

449

店舗

店舗

りやきの�種が定番です。

ネルの味を今も守り続けています。

中部地方

147

店舗

サイド・ドリンク

九州地方

コールスロー

145

店舗

みじん切りにしたキャベツと

にんじんを、オリジナルのド

ポテト

レッシングに漬け込んで仕

オリジナルチキンと一緒にお召し上が

上げています。冬場のキャベ

りいただくことを想定した味付けにし

ツと春キャベツでは味わい

ています。
お持ち帰りになるお客さまが

が違います。

多いため、時間が経ってもホクホク感

が残るように工夫しています。

ナゲット

国内産の鶏胸肉を使い、オリジナルチ

キンと同じ��ハーブ＆スパイスを使用し

ています。
チキンの旨みを存分に楽しん
でいただける一品です。

四国地方

近畿地方

18

200

店舗

店舗

お客さまのニーズや立地の特性に合わせてサービスを展開
● 繁華街店舗

● ドライブスルー併設店舗

スペースが限られた店舗も多いため、スピーディー

郊外立地の店舗ではドライブスルーサービスや駐車

● 商業施設内の店舗

アイスコーヒー

「 ケンタッキ ー は コ ー
ヒーもおいしい！」と言

うお声をよくいただく自

慢の品質。
コロンビア産

の厳選したコーヒー豆

を使用し、
コク深く、
スッ

キリとした味 わいに仕
上げています。
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ビスケット

カーネルクリスピー

お店のオーブンでふっくら

さっぱりした味わいの国内産の鶏胸肉

味のオイルを塗っています。最近で

漬け込み、独自に開発した衣にくぐらせ

と焼き上げ、香り高いバター風

は、骨なしケンタッキーを挟み、
ハニーメイ

プルをかけるとおいしいと評判です。

をにんにくと醤油をベースにしたタレに

て揚げています。目指したのは、天ぷら
のようなザクザクッとした食感。

に商品を提供できる工夫を凝らしています。宅配の
需要拡大に伴い、配達員専用の商品受け渡し口を設
置した店舗も登場。

（写真：新宿南口店）

場を併設し、お車でも便利にお使いいただけるよう
工夫しています。

（写真：川崎生田店）

ショッピングセンター内の店舗には専用の客席があ

り、ゆっくりとご利用いただけます。
スーパー内など
には、持ち帰り専門店を出店しています。

（写真：ヨークフーズ新宿富久店

※持ち帰り専門）
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,
1970 s

1970年

1971年

1972年

3月

日本万国博覧会に米国KFCの実験店を出店、

1977年

三菱商事（株）
との折半出資により資本金7,200万円をもって
名古屋市西区にケンタッキーフライドチキン（KFC）
１号店名西店開店

７月

青山店（5号店）を皮切りに東京に進出

９月

KFCフランチャイズ１号店江の島店開店

7月
10月

カーネル・サンダース初来日

10月

TVコマーシャル放映開始

12月

KFCチェーン100号店・赤坂店開店

12月

初のクリスマスキャンペーン実施

6月

日本のファストフードチェーンで初めてのドライブスルー店舗・久米川店開店

11月

日本KFC本社、東京・恵比寿スヤマビルに移転
カーネル・サンダース2回目の来日

1979年

3月

KFCチェーン200号店・東海店開店

1997年

1993年11月
第1回チーム・チャレンジ（現CHAMPSチャレンジ）

KFCでチキンデリバリーを本格導入

9月 カーネル・サンダースの誕生日、9月9日を「カーネルズ・デー」とする
10月

ペプシコ・インクからフードサービス部門が分離し
トライコン・グローバル・レストランツ・インク(現ヤム・ブランズ・インク)が設立

1970年11月 KFC１号店名西店開店

1998年

1月

サービス向上プログラム「CHAMPS」導入

2007年

10月

国連WFP（国連唯一の食料支援機関）への支援活動を開始

2008年

2009年

1995年4月
KFCでチキンデリバリーを本格導入

4月

KFCチェーン500号店・渋谷公園通り店開店

1986年

10月

KFCチェーン600号店・川崎地下街店開店

10月

ペプシコ・インクがR.J.レイノルズ・インクからKFCコーポレーションを買収

1987年

11月

KFCチェーン700号店・名取バイパス店開店

1988年

7月

高知潮江店開店で全都道府県への出店を達成

9月

北海道にKFCカーネル農場「ハーベスター・八雲」
KFCチェーン年間セールス1,000億円達成

1月

KFCチェーン800号店・長野中御所店開店

2月

生産体制を充実させるため「KFCカットチキン生産認定工場制度」を発足

新店舗チェックシステム「CMS（CHAMPS Management System）」導入

9月 レストラン運営会社ケイ・フーズ（株）設立
2月

2007年10月

国連WFPへの支援活動を開始

第1回キッズスクール（食育・調理体験）開催
大阪の道頓堀川で24年ぶりにカーネル立像が発見され

2011年

11月 カーネル・サンダース40年前の手記、米国で発見

2012年

4月 スマートフォン向けの公式アプリの運用を開始

2014年

2015年
1985年4月
KFCチェーン500号店・渋谷公園通り店開店

2016年

4月 日本KFCホールディングス（株）に商号変更し、持株会社体制へ移行
11月 カフェタイプ店舗「フォレスタ六甲店」開店
4月

新店舗チェックシステム「GES(Guest Experience Survey)」導入

11月

1号店名西店開店の11月21日を「フライドチキンの日」とする

4月 カフェ&バル店舗「高田馬場店」開店
8月 シンガポールに投資持株会社を設立、タイKFC事業に参画

2017年

2月

日本KFCホールディングス（株）
・本社とR&D施設を

６月

連結子会社日本ピザハット
（株）の全株式を譲渡

2016年8月
シンガポールに投資持株会社を設立、
タイKFC事業に参画

東京・恵比寿から神奈川・みなとみらいに移転

（放牧養鶏やハーブ栽培を行う試験農場）開場
11月

6月

「おかえり ！カーネル」と命名

,
2010 s

,
1980 s

10月 R・J・レイノルズ・インダストリーズ・インクがヒューブライン・インクを買収

1985年

三菱商事（株）が親会社となる

2009年2月
第1回キッズスクール（食育・調理体験）開催

12月 カーネル・サンダース（90歳）逝去

KFCチェーン400号店・南郷18丁目店開店

三菱商事（株）による株式の公開買付けにより売却し、

1972年10月 カーネル・サンダース初来日

KFCチェーン300号店・南鹿児島店開店

9月

12月 ヤム・ブランズ・インクが間接所有していた当社株式を、

3月

5月 カーネル・サンダース3回目の来日
11月

1983年

1989年

3月 日本ケンタッキー・フライド・チキン（株）サポートセンター（本社）を

KFCコーポレーション（米国）がヒューブライン・インクに買収され、

6月

1982年

1995年

4月

日本ケンタッキー・フライド・チキン（株）を設立

1978年

1980年

11月 スペシャルオリンピックス日本設立と同時に、支援を開始

米国ケンタッキー・フライド・チキン・コーポレーションと

11月

調理・接客コンテスト「第1回チーム・チャレンジ（現CHAMPSチャレンジ）」を開催

1994年

,
2000 s

1974年

「COMライセンス（現チキンスペシャリスト）制度」を導入
11月

1日に最高280万円の売上を記録
７月

9月 オリジナルチキン調理者をパッケージへ明記。調理は資格取得者のみに限定する

東京・恵比寿JT恵比寿南ビルに移転

日本KFC（株）も三菱商事（株）
とヒューブライン・インクとの合弁会社になる

1973年

,
1990 s

日本KFCホールディングスグループの歩み

1993年

2018年
1988年9月
北海道にKFCカーネル農場
「ハーベスター・八雲」開場

2019年

２月 （株）
ビー・ワイ・オーと資本・業務提携契約締結
12月

KFC全店で全面禁煙化

10月

国産チキンの普及と消費拡大に貢献したとし、一般財団法人日本食鳥協会から

2017年2月
本社とR&D施設を
東京・恵比寿から
神奈川・みなとみらい
に移転

感謝状を受賞
11月 「KFCキッズスクール（手づくり調理体験）」専用設備を併設した体験型店舗
（南町田グランベリーパーク店）開店

1991年

1992年
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3月

KFCチェーン900号店・多賀城店開店

8月

日本ケンタッキー・フライド・チキン（株）東京証券取引所第二部に株式上場

3月

総合マーケティング会社（株）ケイ・アド設立

5月

ピザハット事業を開始

7月

KFCチェーン1,000号店・新千歳空港店開店

11月

R&D施設「カーネルセンター」
（東京都北区）開設

11月 こども食堂等への食材提供支援を開始

2020年

1992年7月
KFCチェーン1,000号店・新千歳空港店開店

,
2020 s

,
1990 s

1990年

7月

日本KFC 50周年を迎える

9月

日本食糧新聞社制定「第24回外食産業貢献賞」受賞

11月

厚生労働大臣認定「くるみんマーク」取得

45

会社概要

組織構成図
日本KFCホールディングス株式会社

日本KFCホールディングス株式会社
■ 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

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

TEL：045-307-0700

レストラン運営会社

■ 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

株式会社ケイ・アド

ケイ・フーズ株式会社

■ 設立

1970年7月4日

■ 資本金

72億9,750万円

■ 決算期

3月

■ 取引所

東京証券取引所第二部

■ 役員

代表取締役社長

近藤 正樹

取締役専務執行役員

金原 俊一郎

取締役常務執行役員

判治 孝之

取締役執行役員

佐々木 敏彦

取締役執行役員

野村 聖

社外取締役

浦田 寛之

Fast Restaurant International Pte. Ltd.

K-FOODS CO, LTD.

K-AD CORP.
総合マーケティング会社

レストラン運営会社

投資持株会社

コーポレート・ガバナンス

社外取締役常勤監査等委員 平田 寛司
社外取締役監査等委員

大島 仁志

社外取締役監査等委員

砂川 佳子

コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方

健全な企業運営のために組織体制を強化

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応えるもの
と認識しています。
そのため、経営の健全性・透明性・効率性を確保する基盤として、コーポレート・ガバナンスの
強化を経営上の重要事項としています。
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、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。

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
思決定の迅速化を目指し、2018年4月にグループ組織を再編
し、業務が関連する部署を集約しました。

コーポレート・ガバナンス体制図
株主総会

■ 従業員数

856名（2020年3月31日現在／連結）

報酬諮問委員会

■ 売上高

79,634百万円（2019年度連結実績／2019年4月〜2020年3月）

指名諮問委員会
監査等委員会

※単位未満は切り捨て

■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）

監査

取締役会

グループ監査部

監査

内部監査

会計監査人

相互連携

会計監査
監査等委員会事務局

代表取締役社長
ＧＥＣ
執行役員
各担当

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

内部監査
グループ会社
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事業会社

事業会社
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