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組織体制、
プロジェクトの
進行スケジュール

周年事業に関連した
ツールやイベントなど

社名
創業年
沿革

周年ロゴ

HOW TO READ

社史や理念、事業の意義を見直す機会となる企業の周年。
従業員や取引先向けのクローズドな施策やツールも含め、
周年プロジェクトの実例を一挙公開します。

長寿企業の極意

周年イヤーの迎え方
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本社の社員を対象にワークショッ
プを実施。ブランドやデザインに
ついての理解を深めた。

Francfranc
フランフラン

1992年ブランド誕生

1990年に会社を設立し、1992年に
Francfrancブランドが誕生。天王洲アイ
ルに1号店が開店した。雑貨から家具ま
で幅広い商品を取り扱うインテリアショ
ップを手がけており、国内に131店舗、
香港に7店舗展開している。従業員数は
1885人（アルバイト含む）。

など、社外に向けた周年プロモーション
に積極的に取り組んできた。今回の25周
年プロジェクトは「Brand Identity Proje 
ct（ブランド・アイデンティティ・プロ
ジェクト）」と称し、ブランドの原点を見
つめ直すインターナルコミュニケーショ
ンを主軸とした。
　インターナルコミュニケーションとい
うと社員のモチベーション向上などを目
的に取り組む企業が多い中、Francfranc
では「社員一人ひとりがブランドの意義
を理解し、お客さまによりよいサービス
を提供すること」をゴールに設定した。
マーケティングコミュニケーション部の
井上雅代氏は、「25周年という事実より
も、これからFrancfrancがどのようなブ

立25周年を迎えた。1990年に「バルス」
という社名で設立した同社だが、ブラン
ド25周年を機に社名も「Francfranc」に
変更。社名とブランド名を統一した。
　25周年プロジェクトのチームは商品
本部、販売本部など部署横断で年次を問
わない18人の社員で構成されており、責
任者は髙島郁夫社長が自ら務めている。

　同社ではこれまで、テレビCMの展開
や記念マグカップの販売（10周年）、イ
ンテリアをテーマとした映画の制作（15
周年）、インテリア雑誌の刊行（20周年）

ランドを目指し、何を提供していくのか
を伝えることに意味がある。それをお客
さまに直接伝えるのは店舗のスタッフで
あることから、インターナルコミュニケ
ーションに注力した」と話す。
　そこで取り組んだのが、ロゴを含めた
ブランド・アイデンティティの再構築だ。
「100年愛されるブランド」を目指し、ロ
ゴマークのデザインなどを見直して細か
な修正を加えた。また、近年ではスマー
トフォンなどの普及にともない、様々な
端末でサイトを見ることから視認性を高
める必要があるため、正方形のボックス
タイプのロゴを制作。ブランドカラーの
解釈やロゴの使用規定などについても触
れ、「ブランド・デザイン ガイドライ
ン」としてコーポレートサイトで公開し
ている。
「100年続くブランドであるためには拡

ンテリアショップを展開するFra 
ncfrancは、2017年にブランド創イ

「原点」を見つめ直し
100年愛されるブランドへ
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4月
▶ 25周年記念プロジェクト発足

2016年

1月
▶ 25周年記念サイト
「VOYAGE」がオープン

9月1日
▶社名を「バルス」から
「Francfranc」に変更

9月29日
▶旗艦店である青山店（東京都・
港区）をリニューアルオープン

11月
▶初のレシピ&テーブルコーディネート
ブック『COOK BOOK Vol.1』を
発売

2017年

Pick UP!

マーケティングコミュニケーション部 課長の井
上雅代氏。ロゴマークは25周年を機にフォントの
太さや間隔に修正を加えた。

ロゴを使用する際のレギュレーションや
ブランドカラー、店頭ツールのデザイン
についての考え方などをまとめ、コーポ
レートサイトで公開している。

9月29日に青山店をリニューア
ルオープン。また、オープン前日
にはFrancfrancの会員約50人を
招待し、インテリア雑誌『ELLE 
DECOR（エル・デコ）』とコラボ
したトークショーを開催した。

周年記念サイトでは「VOYAGE」をテーマに、
世界の都市を巡る動画や、歴代のショッピン
グバッグを見ることができる。

旗艦店をリニューアル

ロゴやブランドカラーの
ガイドラインを公開

部署や年次を超えた
18人で構成され、

髙島郁夫社長が責任者を務める

Francfranc
ブランド
創立25周年
プロジェクト

や同社が大切にしている「デザイン」の
考え方について啓発するためのワークシ
ョップも実施し、社員同士が意見を交わ
すことでブランドに対する理解を深める
ことができた。
　25周年事業を通じて、Francfrancが人
それぞれの趣味や時代の流れに合わせて
柔軟に変化し続けるインテリアブランド
であることを社員が再確認するきっかけ
となった。

張性が必要であると思い、マニュアルで
はなくあえて『ガイドライン』としまし
た。サイト上に公開することで、いつで
も・誰でも確認しやすく、ほかの企業と
コラボレーションする際にも当社のこと
をより理解していただくことができるよ
うになりました」。

　ガイドラインでは、ブランド・アイデ
ンティティ・プロジェクトで新たに設定
したブランドスローガン「A LIFE OF C 
OLOR」についても紹介している。ここ
での「いろ」とは「カラー」ではなく「い
ろどり」のこと。「決まったイメージにと
らわれず、一人ひとりに合った多様なス
タイルを提供することができる」という
ことを表したスローガンとなっている。
本社の社員を対象に、新たなスローガン

＊2018年2月号『広報会議』掲載（情報は取材当時のもの）

ブランドへの共通認識を持つ

本社でワークショップを実施

63広報会議  MASTER SERIES広報会議  MASTER SERIES62

SAMPLE

SAMPLE



1月
▶社員のダンス動画を公開

2月
▶社員33人が
　「横浜ダンスコレクション」に出演

3月30日
▶『崎陽軒Walker』
　（KADOKAWA）発売

5月11日
▶ひょうちゃんが神奈川県戸部
　警察署の一日署長に就任

2018年

Pick UP!

3月30日に『崎陽軒W 
alker』（KADOKAWA）
を発売し、横浜市内の
コンビニや書店で販売
された。表紙には崎陽
軒公式キャラクターの
「ひょうちゃん」が。

ひょうちゃんが横浜駅を
パトロール。防犯意識向
上を訴えた。

1月19日にYouTubeで公開されたオリ
ジナルムービーは、崎陽軒の販売店やレ
ストランでも撮影。企業と地域の「つな
がり」を意識した。

ひょうちゃんが
一日警察署長に

ムック本『崎陽軒Walker』
店舗や書店で販売

プロジェクトチームは設けず
広報・マーケティング部や
新製品開発室を中心に
全部署横断で推進

崎陽軒
創業110周年
プロジェクト

ーツ選手に崎陽軒に関するエピソードを
聞いた「崎陽軒LOVEな110人」といった
企画もあり、1冊まるごと自社の魅力を
詰め込んだ。「長年利用してくださって
いるファンの方が楽しめるだけでなく、
社員が読むことで会社の歴史を改めて学
び、自社への理解を深めることにもつな
がりました」と小川氏。
　誌面からリアルのイベントに発展した
企画もある。創業110周年と「110番」を
掛けて、神奈川県警と連携した企画も実
現した。崎陽軒公式キャラクターの「ひ
ょうちゃん」が警察官の格好をした特別
パッケージのシウマイの発売や防犯対策
ポスターの掲示のほか、5月11日にはひ
ょうちゃんが神奈川県戸部警察署の一日
署長に就任するイベントも行われた。
　小川氏は「今後も地元・横浜に愛され
る企業を目指して、新たな商品、イベン
トを展開していきたい」と展望を語って
いる。

きを深く知るきっかけとなりました。今
後はより連携を深め、新商品の開発やキ
ャンペーンの企画などにも活かしたいと
思っています」。

　もうひとつ周年プロジェクトで目玉と
なったのが、KADOKAWA制作のムック
本『崎陽軒Walker』だ。
　116ページからなり、価格は994円（税
込）。4万部発行し、3月30日から崎陽軒
の店舗や神奈川県内の書店、コンビニエ
ンスストアで販売された。
　誌面にはシウマイのおいしさを探る
「崎陽軒のシウマイはなぜ旨い⁉ シウマ
イ徹底解剖」というコーナーや、パンに
はさんで食べる「ベトナム風サンド」や
「揚げシウマイ」といったアレンジレシピ
の紹介も盛り込んだ。高島礼子、中村七
之助らタレントやミュージシャン、スポ 広報・マーケティング部の小川萌子氏。

2月11日に横浜赤レンガ倉庫で行われ
た「横浜ダンスコレクション」に出演。
オリジナルのダンスを披露した。

崎陽軒
1908年創業

神奈川県横浜市に本社を置き、シウマイ
や弁当の製造販売やレストラン経営を行
っている。駅弁の「シウマイ弁当」で有
名。2018年4月に創業110周年、「横浜
名物シウマイ」が誕生90周年を迎えた。
従業員数は1962人（2018年3月末現在）。

ケティング部の小川萌子氏は話す。
 「私たちが110年続いてきたのも、横浜
の皆さんに育てていただいたおかげ。日
ごろ食を通じて横浜を盛り上げたいと思
っていますが、今回、ダンスという新し
い形でも地域の皆さんに喜んでもらいた
いと考え参加しました」。
　実施にあたり、立候補制で参加者を募
集したところ、販売員や商品開発、広報
など部署や年齢を超えた33人が集まっ
た。大半がダンス未経験の中、約5カ月
にわたり練習を重ねた。
　地域への貢献を目的に社外向けの取り
組みとしてスタートしたプロジェクトだ
ったが、社員同士のコミュニケーション

今回で23回目を迎えたこのイベントに、
シウマイ弁当で知られる崎陽軒の社員
33人が登場した。当日はオリジナルの楽
曲に合わせ、ダンスカンパニー「DAZZ 
LE」の監修によるダンス「Link110th」
がお披露目となった。同社の創業110周
年の先行企画であり、社員によるダンス
プロジェクトは今回が初の試みだ。

　その狙いは「真に優れた『ローカルブ
ランド』を目指す」という崎陽軒の企業
理念が大きく関わっていると広報・マー

の活性化にもつながっている。
 「スタッフ部門の社員と販売員など、部
署を超えたコミュニケーションの場はさ
ほど多くないのが現状。ダンスの練習で
頻繁に顔を合わせることで、他部署の動

月に横浜赤レンガ倉庫で開催され
た「横浜ダンスコレクション2018」。2

社員がダンスイベントに出演
地域に貢献する周年プロジェクトに

＊2018年10月号『広報会議』掲載（情報は取材当時のもの）
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雑誌で自社の歴史を知る

目指すは「真のローカルブランド」
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