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情報をパーソナライズして発信し
アジアの人々との関係性を強化
文化の相互理解を売上につなぐ
新メディア「Fun! JAPAN」が発進

日本通運株式会社様
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From Accenture and Microsoft

「日本の文化を海外に発信し、日本企業の
海外展開を支援したいという思いからス
タートしました。我々は運送会社ですか
ら、どうしてもお客様の売上や世の中の景
気に左右されてしまいます。景気が悪くな
れば、どんなに努力しても物量は増加しま
せん。この状況を打破するには、物流市場
を自分たちで創造していかなければなら
ない。つまり、売上を上げるところも含め
てお客様をサポートさせていただくこと
が、我々の使命だと考えたのです。」

「Fun! Japan」のユーザーは東南アジアの
人々だが、同社にとっての重要なターゲッ
トは、アジア市場を狙う日本企業というわ
けだ。

「サイトの大きな特徴は、モノの前に情報
を届けること。我々ロジスティクス企業
は、お客様である企業から情報がおりてこ
ないと何も提案できません。でも、マーケ
ティングプラットフォームの仕組みを使え
ば、どの国で何が必要なのか、どれくらい
売れそうなのか、といった情報がつかめる
ようになります。これはお客様にとって非
常に有用な情報であり、セールスの場面で
も、今までにない能動的かつ革新的なご
提案につながるはずです。」と石田氏は期
待する。
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ビジネスの状況
創業以来、モノを運ぶことを通して、人、
企業、地域を結び、社会の発展を支えて
きた日本通運（以下、日通）は、2011 年よ
り「世界日通。」を旗印に掲げ、テレビ CM
でもグローバル企業を大々的にアピー
ル。国際関連売上高比率 40％を目指し
て、全社一丸となってさまざまな取り組
みを進めている。グローバルでは、世界
40 ケ国 481 拠点（2014 年 9 月末現在）
を展開する同社だが、近年アジア市場が
急速に拡大しつつあり、そこでのモノの
動きの伸びは先進国を凌駕する勢いだ
という。

好調を見せるアジア市場向けの新しいビ
ジネスモデルとして、日本通運が 2014
年 6 月にオープンしたのが、アーンドメ
ディア「Fun! Japan」。新興国の消費者向
けに、日本に関するさまざまな情報を紹
介するサイトである。運営主体は日通だ
が、同社のロゴや会社名はどこにもな
い。日本のことを知りたい人、日本を訪れ
てみたい人が、純粋に楽しめるサイトに
なっている。なぜいま、本業からはおよそ
想像のできないメディア開発に着眼した
のだろうか。日本通運 営業企画部 アジ
ア・マーケティング・プラットフォーム
推進室 係長の石田和也氏は、新事業を
考案した狙いをこう説明する。

日本通運株式会社 様

1937年10月1日「日本通運株式会社法」
に基づくいわゆる国策会社として発足し
たことに始まる。以来、物流業界のリー
ディングカンパニーとして、時代とともに
形を変えながらも、ものを運ぶことを通
して、人、企業、地域を結び、社会の発展
を支え続けている。
2011年から、「世界日通。あなたのグロー
バルビジネスをフルサポート」をキャッチ
コピーに、グローバルロジスティクス企業
としてのさらなる飛躍を誓い、海外の売
上高比率40%の達成を目指す。
日本をはじめ、米州、欧州、東アジア、南
アジアの4極体制を展開。陸・海・空など
多彩な輸送モードを駆使して、国や地域
といった境界線を越え、
人や企業を結ぶ物流のコンサルタントと
して、ワンストップのビジネスソリュー
ションを提供している。

http://www.nittsu.co.jp/
Fun! Japan
https://indonesia.fun-japan.jp/
https://thailand.fun-japan.jp/

Fun! Japanについてのお問合せ先
inquiry-id@fun-japan.jp

アーンドメディア “Fun! Japan” の
基盤に Sitecore を導入。

「売上直結型デジタルマーケティング」の実践へ



ソリューション/テクノロジー
日通が「Fun! Japan」を通じて実現を目
指すのは、日本企業の海外展開を支援す
る “ 売上直結型のデジタルマーケティン
グ ”。新興国を相手に認知を拡げる手段
として、多くの企業が自社メディアや
Facebook での情報発信を試みる中、挫
折するケースも多いという。理由の 1 つ
はネタ探しの限界、もう 1 つがリソース
の問題。結果として費用対効果を見出せ
ずに苦労することになる。「Fun! Japan」
の魅力は、企業が独自に運用するより安
く、より高いクオリティで、より多くの人
が見てくれる場で情報発信できること。
しかも、広告色を徹底的に排除し、「Fun! 
Japan」という第三者を介して消費者に
確実にアプローチできる。

石田氏は、「打って終わりの広告、その場
限りのインストアプロモーション、分析
会社頼みの市場調査では、必ずしも売上
に結び付くとは限りません。マーケティ
ングとはそういうものではないでしょう」
と指摘し、こう続ける。

「単に情報を発信するだけではなく、そこ
で収集したデータをもとにユーザーをセ
グメンテーションし、各セグメンテーショ
ンに対してエンゲージメントを深めてい
く。その結果ファンになった人が店頭に
足を運んで購入し、情報を口コミでシェ
アして新しい消費者の購入を促す。こう
した一連のマーケティングの流れをすべ
てサポートしようというのが我々の考え
方です。」

プロジェクトの結果
ビジネスモデルの構想から 2 年、プロ
ジェクトが始動したのは 2014 年 2 月。
4 ヵ月の構築期間を経て、6 月にはインド
ネシア向けサイト、11 月にはタイ向けサ
イトもオープンした。
公開から半年で、両サイトを合わせた会
員数は約 14 万人。先行して 2014 年 2
月に公開していた Facebook ページに
は、インドネシア向け、マレーシア向け、
タイ向けを合わせて約 230 万人以上の
ページファン「いいね！」が付いている。
プロジェクトの始動と同時に、Facebook
ページでひと足早く丁寧な対話を積み重
ねてきたことが、Facebook からサイト
への流入を促し、短期間での集客に大き
く寄与したとみられる。

各サイトで 1 日 3～5 本の頻度で公開さ
れる記事は、HTML などの知識がない運
用 担 当 者 が、Sitecore Experience 
Platform の機能の 1つである「見たまま
編集」できる機能を活用して、作成・編集
して公開している。また、南アジアでの利
用 者 が 多 い Blackberry も 含 め た、
iPhone や Android などのモバイル
サイトへも対応。Sitecore Experience 
Platform であれば、PC と各モバイルの
レイアウトを設定するだけで良く、コンテ
ンツ自体を一括管理できるため運用負荷
を抑えることにも成功しているという。

さらにCMSとしての基本機能のほか、ペー
ジの閲覧履歴やコメントの有無など様々
な行動データに基づくユーザー像の分析・
管理には、Sitecore Experience Platform
のデジタルマーケティング機能を活用。
Facebook アカウントでのログインやサイ
ト内でシェアした情報の管理を実現する
ソーシャルメディア連携なども利用してい
る。今後は、Sitecore Experience Platform
のパーソナライゼーション機能を使って、
一人ひとりに最適化されたコンテンツや
クーポンを提供し、エンゲージメントをよ
り強化していく予定だ。

エンゲージメントを深めるための具体的
な手法はこうだ。「Fun! Japan」で展開す
る記事には、一般的な読み物としての記
事と、広告主が存在する記事の 2 種類が
あり、グルメやテクノロジー、トラベルと
いったさまざまなカテゴリーで日本の紹
介記事が作成、公開される。また、それら
の閲覧履歴や記事へのコメントは、販売
店舗への来店実績や商品の購入実績な
どと併せて、会員登録で得た個人情報と
紐づけて管理される。

こうして会員の属性情報や消費嗜好、さ
らには心理状態までが明らかになるのに
伴い、サイトで紹介する記事を一人ひとり
に合わせて高精度にパーソナライズして
いこうというのである。

このようなデジタルマーケティング基盤
の構築に向け、要件定義から CMS の選
定、設計、構築、運用までをサポートして
いるのが、グローバルなテクノロジー･
サービスの提供に強みを持つアクセン
チュア株式会社とアバナードである。

両社はまず、複数の CMS 製品を比較検
討し、1 つのプラットフォームに CMS と
デジタルマーケティング機能が統合され
た Sitecore® Experience Platform™
を提案。運用の土台となるコンテンツ管
理のしやすさと、機能の多さ、そして誰に
でも運用できる手軽さが決め手となり採
用が決定した。
また、今すぐ使わなくても、将来的に使え
る機能が豊富に包含されており、新たな
要件に迅速に対応できる柔軟性も評価
された。
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アバナードとは？ アバナードの業務

• 2000 年にシアトルにて設立された、米国アクセンチ
ュアとマイクロソフトの共同出資合弁会社

• アバナード株式会社は、アバナード・グローバルの
100%子会社として 2005 年にビジネスを開始

• マイクロソフトのエンタープライズ基盤を専門とす
る、唯一のグローバル IT ソリューションカンパニー

• IT 戦略立案からシステムの設計・構築、アプリケー
ション保守までの幅広い業務を遂行

• 製品を軸とせず、クライアントのビジネスやワーク
スタイルを軸としたソリューションを提供

• 高度な専門知識や経験による、テクノロジービジョ
ンの実現

「Sitecore Experience Platform は、
マーケティングの一連の流れが網羅的に
サポートされており、認知から集客、売
上、口コミ拡散までのストーリーがつな
がるよう、要所要所に必要な機能が実装
されています。」と石田氏。また、前例のな
いビジネスモデルを手探りで作り上げて
いく上では、早いサイクルで PDCA を回
せる環境が不可欠となる。この点につい
ても、「高度な要件にも対応できる基盤と
して Sitecore Experience Platform を
採用した効果もあり、十分なスピード感
をもって PDCA を回すことができまし
た。短期間でこれだけ多くの消費者の支
持を得るサイトが実現したのも、この早
い PDCA の効果だと思っています。」と
評価している。
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さらに、Sitecore Experience Platform
を Microsoft Azure 上で運用する同社
は、「アクセス集中時の対応が容易であ
り、サーバー費用も最適化されている。」
とパフォーマンスへの満足度も高い。

オープン後まもなく、多くの消費者の支
持を得て好発進した「Fun! Japan」。マ
レーシア、台湾、ベトナム、フィリピン向
けサイトの検討も進む中、石田氏は、「最
終ゴールは日本企業のお客様の売上が
上がること。次はいよいよ、日本企業から
の支持を得ていかなければならない。」
と身を引き締める。

テスト結果から手応えは感じており、ま
ずは消費財メーカーを手始めに、耐久消
費財メーカーへと広告主を拡げながら、

消費者ニーズと企業ニーズの双方に応え
ていく考えである。

「アジアにおいてこれだけファンが多く、
エンゲージメントも高い場所で認知を拡
大でき、集客や購買まで追えるのは、現
時点で『Fun! Japan』以外にない」と力強
く語るその目は、遠く日本の未来を見つ
めている。

「将来、日本が安定的かつ長期的に発展
していくためには、文化の相互理解が必
須。その前提がないとモノは売れません。
我々がエンゲージメントを大事にする理
由はここにあります」と石田氏。
実は、日通が “ 日本の文化を海外に発信
し、日本企業の海外進出を支援する” の
は、目的ではなく手段なのだ。そこには、
物流を通して社会に貢献し、豊かな未来
を創る、日通の決意が伺える。

日本通運株式会社様

Avanadeの名称及びロゴは、Avanade Inc.の登録商標です。
その他、記載されている会社名および製品名、サービス名、ロゴ等は、
各社の商標または登録商標です。

アバナード株式会社
〒106-0032 東京都港区六本木 1-8-7 アーク八木ヒルズ
http://www.avanade.com/jp  Phone 03- 6234- 0150
tokyo@avanade.com 

我々が目指すのは “ 売上直結型デジタルマー
ケティング ”。アバナードから、Sitecore 
Experience Platform をベースとした柔軟
かつ能動的なシステムの提案をいただいた
おかげで、短期間でこれだけ多くの消費者の
支持を得るサイトが実現しました。Sitecore 
はマーケティングの一連の流れが網羅的に

日本通運株式会社 事業開発部
係長　石田 和也氏

サポートされており、日本企業のお客様が
「Fun! Japan」を通じて、新興国での認知、集
客、さらには売上につなげていくところまで
を追うことができます。今後もアバナードの
システムサポートを受けながら、市場に適合
するよう、より早いスピードで継続的に改修
を重ねていきたいと考えています。

＜お客様の声＞
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