【KFCの地域活動】

地域と店舗がともに笑顔になれる武者カーネル
KFCの地域活動は、お客さまの笑顔に支えられて今年で38回目を迎えました。
KFCファミリーの想いのこもった102作品のカーネルをご紹介します。
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※展示予定店舗から一部変更がございます。
※KFC では、店舗従業員をパートナーと呼んでいます。
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