
キャンペーンで購入本数2倍！
キリンビバレッジが実践したLINEマイレージ活用の極意

企 業 紹 介

目的

施策

効果

・「キリンメッツコーラ」を継続購入してくれるお客さまを増やしたい

・キャンペーン参加者のデータを今後のマーケティング活動に活用したい

・「LINEマイレージ」を活用し、
「LINEポイント」をインセンティブとしたキャンペーンを実施

・LINE公式アカウントから、ユーザーのキャンペーン参加状況に応じて

異なるメッセージを配信

・事前の想定を大きく上回る、16％のキャンペーン参加率を獲得

・キャンペーン前後でキャンペーン参加者の購入率は10%アップ、
購入本数は約2倍に

キリンビバレッジ株式会社

業 種 ：飲料・食品・外食

事業概要 ：清涼飲料の製造および販売
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キリンビバレッジ株式会社（以下、KBC社）が発売する、特定保健用食品史上初のコーラ系飲料「キリン

メッツコーラ」（以下、メッツコーラ）。KBC社は2018年春に「メッツコーラ」の販促施策としてLINE

セールスプロモーションの「LINEマイレージ」を活用したキャンペーンを実施し、商品購入率の大幅アッ

プだけでなく、ブランドロイヤリティーやブランドシェアの向上に成功しました。

今回は、KBC社の菊池徳人氏（以下、菊池氏）と垣内健太氏（以下、垣内氏）、パートナー企業である株

式会社博報堂（以下、博報堂）の永倉啓太氏（以下、永倉氏）、株式会社博報堂プロダクツ（以下、博報

堂プロダクツ）の飛松信太朗氏（以下、飛松氏）の4名に、「LINEマイレージ」を活用したキャンペーン

実施の背景や効果などについて話を伺いました。
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KBC社が今回「LINEマイレー

ジ」でキャンペーンを実施した

「メッツコーラ」は、強炭酸に

よる刺激と爽快感のある味わい

が特徴の特保コーラ飲料。健康

意識の高い30～40代の男性を中

心に、多くのファンから親しま

れています。キャンペーン実施

の際にポイントとなったのは、

「メッツコーラ」へのブランド

ロイヤリティーをアップさせる

ことと、停滞する特保コーラ市

場の活性化を図ることだったと

KBC社の菊池氏は語ります。

「『メッツコーラ』は、食事か

ら摂取した脂肪の吸収を抑え、

血中中性脂肪の上昇を穏やかに

する効果が期待できる商品で、

一本飲んだらすぐに効果が出る

というわけではなく、継続飲用

することで効果を実感できます。

発売以降、同業他社による相次

ぐ競合商品の投入と特保の

コーラ飲料という珍しさで、

一気に世間へ広がりました。

ところが一時期を過ぎると、

お客さまが慣れたり飽きたり

してしまい、嗜好の変化も

あって他社商品への流出が続

いてしまいました。ですので、

お客さまに振り向いてもらう

ために今までやっていないこ

とを実施したいと思い、LINE

を使った施策を検討しました。

『LINEマイレージ』を導入す

ることで、継続購入を定着さ

せて飲用本数を引き上げるの

はもちろん、特保コーラの

マーケット自体がシュリンク

している状態だったので、

マーケット全体を押し上げる

ような効果が出せれば良いと

考えました」

さらに菊池氏は、キャンペー
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継続購入を定着させるた

めに…課題解決の糸口と

してLINEマイレージ導入

へ

LINEセールスプロモーションの

「LINEマイレージ」とは、店頭

購入した対象商品からユニーク

QRコードを読み取り、LINEで簡

単に応募できる複数購買や継続

購買の促進に適したキャンペー

ンプラットフォームのこと。応

募時にLINEのタイムライン上で

シェアができるため、ユーザー

間の口コミ拡散やLINEユーザー

に向けたキャンペーンの認知拡

大が狙えます。さらに、キャン

ペーン参加者の識別子を元にし

た、後追いプロモーションも可

能です。

※「QRコード」は、デンソーウェーブの登録商

標です。
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2018年春、KBC社は「メッツ

コーラ」を対象に「LINEマイ

レージ」を活用し、インセン

ティブとして「LINEポイント」

をプレゼントするキャンペーン

を実施。期間中、ネックリン

ガーに記載されたQRコード付き

の「メッツコーラ」を3本購入し、

QRコードを読み込んでキャン

ペーンへ応募すると、3本毎にも

れなく「LINEポイント」が100

ポイントもらえる設計を採用し、

ユーザーが継続して手軽にキャ

ンペーンへ参加できる仕組みを

実現しました。

さらに、キャンペーン期間中の

告知では、LINE公式アカウント

を活用し、ユーザーのキャン

ペーン参加のステータスに応じ

てメッセージを出し分けより多

くの参加者獲得を目指したと

KBC社の菊池氏はいいます。

「従来のキャンペーンでは、

SNSなどでキャンペーン開始

段階の訴求は行っていました

が、それ以上の訴求は行わず、

そこで終わっている状態でし

た。今回のキャンペーンでは、

お客さまの参加ステータス別

にクラスター分けをし、それ

ぞれに異なるメッセージを

LINE公式アカウントより配信

しました。未参加のお客さま

には『LINEマイレージ』の手

軽さを訴求したメッセージ、

一度でもQRコードを読み取っ

たお客さまにはLINEポイ

ント獲得まで到達できるよう

に離脱防止を訴求したメッ

セージなど、シナリオ設計を

しっかり行った上でメッセー

ジ配信をしました」

ン参加者のデータをもとに次の

施策へ生かせる仕組みも、導入

の決め手になったと振り返りま

す。

「お客さまの属性データなどを

踏まえた効果検証がしっかり行

えることもポイントで、これは

今までのキャンペーンと決定的

に違うところでした。また、

キャンペーンが終わった後でも、

お客さまと継続してコミュニ

ケーションを取ることができる

点は非常にメリットがあると考

え、LINEでの施策を決定しまし

た」

キャンペーン開始後、

ユーザーの状態に合わせ

たきめ細かなアプローチ

を実施

実際に配信された5パターンの訴求メッセージ
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達することはなく、非常に高い

キャンペーン参加率と応募数

だったようです。

また、キャンペーン後にLINE 

SP Research by Intageを利用

した調査では、キャンペーン期

間前後でキャンペーン参加者の

平均購入本数が約2倍となり、未

参加者と比較して大きく伸長し

ました。競合商品からのブラン

ドスイッチも起きており、今回

のキャンペーンをきっかけに飲

用頻度が増え、継続購入の促進

に一定程度寄与していることが

分かっています。

さらに、週に3本以上購入する

Heavy層が7%増加し、ユーザー

のロイヤル化にも寄与している

ことが結果に現れました。特

に、キャンペーンへ複数回参

加した方の購入本数はキャン

ペーン後も延び幅が大きく、

「LINEマイレージ」は残存効

果が強いと捉えられています。

キャンペーンの成功要因につ

いて、KBC社の菊池氏は語り

ます。

「LINEという日常的に利用す

るプラットフォームを活用す

ることで、キャンペーンへの

参加ハードルが低く、手軽に

キャンペーンへ参加できた仕

組みが良かったと思います。

QRコードを読み取った後に、

シリアル入力をする手間がな

く、持っているスマートフォ

なお、キャンペーン設計につい

ては、パートナーである博報堂

プロダクツの新設チーム、SP 

EXPERT’Sの博報堂プロダクツ

飛松氏が中心となって担当した

そうです。SP EXPERT’Sは、商

品の販売促進・プロモーション

において、営業やマーケティン

グといった垣根を取り払い、デ

ジタルとアナログの掛け合わせ

によるあらゆるプロセスの見え

る化・高度化を推進する組織の

こと。販促市場を主流にしてき

た博報堂プロダクツと、デジタ

ル市場を専業にしてきたデジタ

ル・アドバタイジング・コン

ソーシアム株式会社、そして株

式会社博報堂/博報堂ＤＹメディ

アパートナーズによって、会社

の枠を超えて設立されました。

その結果、想定を大きく

上回る参加率と応募数へ

今回の施策では、ユーザーの

キャンペーン参加率をKPIに設定

し、重要視していたそうです。

その結果、16%のキャンペーン

参加率を獲得することに成功。

この数字は、他のキャンペーン

と比較して約2倍もの数値であり、

通常であれば参加率が2桁台に到
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できた新規ユーザーの中には、

普段からメッツコーラを飲んで

いた方が一定数いたと思います。

飲んでいたけれども、LINE公式

アカウントの友だちではなかっ

た方々。LINE友だちになっても

らった事で、今までオフライン

でしか接点のなかったファンの

方々と、オンラインでコミュニ

ケーションが取れるようになっ

たことは大きな成果だったと考

えています」

今回得られたデータや知

見は、今後のマーケティ

ング活動の糧に

今回のキャンペーンを経て得ら

れた結果をもとに、今後の動き

を次のように検討しているそ

うです。

「自販機事業の取り組みであ

るTappiness（タピネス）との

連携（施策上、データ蓄積・

活用等）を推進していき、点

ではなく線でのお客さまとの

コミュニケーションを考えて

いきたいです」と、KBC社の

垣内氏。

「例えば、その人がTappiness

と被りがあるのか、他のキャ

ンペーンと被りがあるのか、

とした時に、次はどういう

キャンペーンにしたらいいの

かということを今いろいろ考

えながら一緒に検討していま

す。自販機だけの枠で終わら

ンと、インフラにもなっている

LINEを使って、QRコードを読み

取ればそのまま自動で画面が遷

移していく手軽さが、今回の成

果につながったと考えています。

キャンペーン期間中、ユーザー

のキャンペーン参加度に合わせ

て、告知のクリエイティブを変

えるなど、きめ細かなアプロー

チを行った結果、未達成者も最

小限に抑えることができました。

特保コーラ市場全体を活性化さ

せるまでには至らなかったもの

の、当初狙っていたお客さまを

もう一度振り向かせて、もう一

度メッツコーラを習慣づけて飲

んでもらうことに関しては、一

定の成果を出すことができまし

たし、商品の価値がちゃんと伝

わって継続飲用をして下さるお

客さまが増えていることは、非

常に良い傾向だと感じていま

す」

なお、博報堂の永倉氏は、キャ

ンペーンの成果を次のように考

えているようです。

「キャンペーン参加者の半分以

上は、もともとLINE公式アカウ

ントと友だちではなかった新規

のユーザーでした。この結果は

予想外のことでした。今回獲得
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せるのではなく、今回のキャン

ペーンに参加した人はTappiness

であればどういう動きをしてい

るかなど深掘りをして、その

データをまたLINE公式アカウン

トの配信でアプローチするよう

にも使ってもいいかもしれませ

ん。僕らが構想しているのは、

チャンネルの施策はそれぞれ独

立でありますが、そのチャンネ

ルを横断して回遊するような施

策の仕組みです。壮大ですが、

KIRINグループとしても何か横

断してできるように、集まった

データを使って今後動いていき

たいと考えています」

「2、3年前からチャネル横断的

なイメージは構想としてあり、

やっと今基盤が整いつつありま

す。各チャネルの施策がLINEを

介してつながり、チャネルをま

たいだユーザートラッキングが

まさに実現できるフェーズに

なってきています。更に今後は

チャネルだけでなくブランドも

横断管理していくことで、ユー

ザーに合わせて最適なブランド

をレコメンドできるような仕組

みを整え、データを最大限活用

して飲用機会ロスを減らして行

ければと思っています」と、博

報堂の永倉氏は語り、今後の施

策に意気込みます。
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