
導入事例 KFC 香港

「弊社スタッフからは非常に好意的な意見を
得ており、すべての店舗が大幅な時間節約
と、プロセスの改善や高い顧客満足度などの
業務効率の向上を報告しています。」



Cashmaster は KFC 香港のために革新的な現金管理
ソリューションを提供

KFC は、世界で 2 番目に大きいレストランチェーンであり、123 の地域におよそ 
20,000 の店舗があります。 このビジネスモデルでは、企業が所有する店舗と、フラ
ンチャイジーとライセンシーによって運営される店舗が組み合わされています。

香港の KFC (KFCHK) とマカオの KFC は、Jardine Restaurant Group (Jardine) による
許可を得て運営されています。 1985 年に営業を開始し、現在は 80 を超える店舗が
約 3,000 人を雇用し、毎月何百万人もの顧客に対応しています。 

2017 年に Jardine は革新戦略を推し進めました。これによって、KFCHK 幹部チーム
がビジネス上の課題に対するクリエイティブなソリューションを模索できるようにし
ました。 このような課題の 1 つには、店舗の効率性の向上を含む継続的改善イニシア
チブと並び、より効率的な現金管理プロセスの推進がありました。

継続的改善に対する意欲
クイックサービスレストラン (QSR) 業は競争が激しいため、
経営者が成功を収めるには、継続的にプロセスを改善し、効
率性を最大限に高める必要があります。

KFCHK 運営ディレクターである Thomas FAN 氏は次のよう
に述べています。「Cashmaster との取引を開始するまで、 
レジ係は常に現金を手作業で計数していました。これには時
間がかかり、違算とミスが発生することがありました。

各 KFC 店舗では現金を 1 日に何度も計数するため、計数と違
算の解決にはかなりの時間がかかり、貴重なスタッフと管理
時間を使ってしまっていました。

またスタッフは、現金計数データをバックエンドシステムに手動入力していました。この手動入力も時
間がかかりミスが発生しやすく、スタッフの時間が、顧客への対応やレストランの効率性の向上のよう
なより生産的なタスク以外の作業に使われていました。」

FAN 氏は、優れた Cashmaster One 製品群について香港の別の小売業から耳にし、スタッフが現金の計
数とデータ入力に費やす時間を短縮し、顧客への対応により多くの時間を割けるようにする現金管理ソ
リューションを見極めるよう Cashmaster Asia に依頼しました。
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Cashmaster Printer One もソリューション全体の鍵を握る部分でし
た。レコードの保持とスタッフのアカウンタビリティーを向上させま
す。

トライアルプロセスの成功後、Cashmaster One Max と Printer One 
を80 の KFCHK 店舗に展開することが即決されました。Cashmaster 
デバイスは英国の弊社本社で製造され、すぐに動作するよう事前構成
された状態で個々の店舗に直接出荷されました。

現金の計数プロセスをさらに最適化するために、Cashmaster
は、KFCHK の Wincor Nixdorf 社のレジドロワーに合う 200 セットの
取り外し可能カップを設計して提供しました。取り外し可能カップ
は、レジ係が計数のために硬貨をドロワーから素早く下ろすことがで
きるようにし、硬貨の計数プロセスを大幅にスピードアップします。

「装置とカップが店舗
に到着するのと同時
に、Cashmaster は  
2 日間の調整されたト
レーニングプログラム
を実施しました。これ
に よって約 140 人の
責任者とスタッフが
KFCHKのトレーニング
センターでトレーニン
グを受けることができ
ました。」
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段階       1-  発見とトライアル
Cashmaster は、重量式現金管理ソリューションの世界的な主要企業です。 弊社の最初のアプローチで
は、実績のある現金管理の経験と業界のベストプラクティスの知識を基に、既存の現金管理プロセスを
観察します。これによって、メリットをもたらしてお客様の特定のニーズを満たす、効果的なソリュー
ションをお勧めできるようになります。

KFCHK と Cashmaster は、KFCHK の黄埔店で初回の「発見セッション」を行いました。このセッション
では、弊社の経験豊かなチームが、この店舗で手作業による現金の計数プロセスをリアルタイムで拝見
しました。  発見セッション中には Cashmaster One 製品群のデモを行い、店長とスタッフにデバイスの
使用方法を指導しました。 反応は極めて肯定的でした。店舗を出るときに、KFCHK のスタッフは 
Cashmaster デバイスを手放したがらなかったほどです。 

黄埔店への訪問後、KFCHK はより多くの店舗に試験導入を拡大することに強い意欲を示しました。 
KFCHK の CFO である Rocky LOK 氏は次のように述べています。「最初の店舗からの反応がよかったた
め、より広範囲の事業に運営面と財政面の大きなメリットがあるのではないかと期待しました。KFCHK 
のさらに 6 店舗内ですぐにトライアルを開始することを決断しました。 弊社スタッフからの最初の意見
は非常に好意的でした。Cashmaster One 製品群が現金の計数に費やす時間を大幅に短縮して店舗の効率
性を改善することは明らかでした。 これまでに見てきたことからして、非常に迅速な投資回収と高い 
ROI を予測しています。 

段階                                  2 -  ソリューションとトレーニングのカスタマイズ 

トライアルプロセス中すぐに、上級レベルの機能と接続オプションを備えた Cashmaster One Max モデ
ルが最適なモデルであると判明しました。店舗は、現金だけではなくさまざまな種類のクーポンを計数
できる必要があります。また、レジ ID などの各種プロセス ID を追跡することで、現金計数の追跡可能
性を改善する必要もありました。

さらに KFCHK は、現金計数レコードの保持と POS との照合を自動化して、Cashmaster 計数機をバック
エンド IT システムと統合することを希望していました。

シリアルポートと USB ポートを搭載しているだけではなく、標準でイーサネット接続に対応している
Cashmaster One Max は、現時点での統合と今後の統合を実現するための柔軟なオプションを提供しま
す。
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段階 3 -  結果
KFCHK の運営ディレクターである Thomas FAN 氏は次のように述
べています。「弊社スタッフからは非常に好意的な意見を得てお
り、すべての店舗が大幅な時間節約と、プロセスの改善や高い顧
客満足度などの業務効率の向上を報告しています。」
Cashmaster のスタッフは引き続き KFCHK と緊密に協力していき
ます。予測されたメリットを十分に享受し、プロセス修正が発生
した場合は常にソフトウェア内で見直すことができるようにしま
す。
以下のメリットがあります。

• 店舗あたり 1 日約 30 分の時間節約。レジ計数に費やして
いた週に 500 時間相当のスタッフ時間を節約できます。

• データの準備とバックオフィスへの転送に費やされる時
間が大幅に短縮され、データエラーが事実上なくなりま
した。

• 管理情報を本社で使用できるようになることで、管理
チームは、受注の変更や未達現金の仕入れ先のスケ
ジュールなど、データを根拠とした意思決定を素早く行
うことができます。

• 結果に基づいた投資に対する商業回収期間は 15 週未満で
した。

「KFCHK を弊社のアジアのお客様
リストに追加できることを喜んで
います。 KFCHK の以前のビジネス
モデルは現金の手作業での計数に
全面的に依存しており、データの
手動による記録にかなりの時間が
かかっていましたが、Cashmaster 
One 製品群はこのビジネスモデル
に大きなメリットをもたらしまし
た。 KFCHK は、関係者全員、特に
各社のスタッフにとって大きな成
功事例となりました。」

Cashmaster CEO、Gordon McKie 

「Cashmaster テクノロジーへの
投資に非常に満足しています。弊
社スタッフも Cashmaster One 
Max デバイスに大変満足してい
ます。毎日の現金の計数タスクは
はるかに簡単になり、計数とレ
コード保持の際に発生するミスが
大幅に減りました。」

KFCHK の CFO、Rocky LOK 氏
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