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私たちがなんたる
かは分かっても、
どうなっていくか
は分からない。
ウィリアム・シェイクスピア (1564年～1616年)
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私にとって、ブランディングという概念は常に魅力
的なものでした。それがまさに、科学という殻に包
まれ、消費者の体験により形作られる芸術であるか
らです。ブランドとはつまり、「購買判断に影響を
及ぼすある企業の事業、製品、サービス体験の集合
体」であると考えています。したがって、ブランド
の価値とは人により異なるものであり、ロゴの視覚
的な魅力や製品の品質だけでなくブランドを代表す
るあらゆるスタッフから受けるサービスの質も含ま
れるのです

言い換えれば、ブランドとは、消費者それぞれが主
観的に価値を評価する無形資産なのです。それゆえ
に、企業、製品、サービスのブランド刷新やリブ
ランディングの決断は、興味深く、勇気を要するも
のなのです。対象のブランドに熱心なファンがいる
ようであればなおさらのことです。そうしたファン
にとってみれば、こうした決断は、大好きなものを
変えてしまうのです。結果としてブランドとファン
のつながりが強化されることもあれば、ブランド離
れに終わることもありえます。

「ブランド刷新か、リブランディングか — それが問
題だ」は、マーケターの皆様が業界におけるこの厄
介な問題への取り組みについて理解を深め、ブラン
ディングの施策を進めやすくするための一助として
Yextがお届けするものです。わかりやすいロード
マップは存在しない世界ですが、本書で取り上げる
事例の数々が、皆様が大きな決断を下した際、ブラン
ドを新たな方向へと導く上での示唆となることと自
負しております。

常に前を向いて進みましょう。

ジェフリー・K・ロールス
Chief Revenue Officer
@yext
@jkrohrs
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ブランドの
価値

マーケターの下しうる最も重大な決断、それがリブランディングです。単なるブ
ランドイメージ刷新であっても例外ではありません。厄介なタスクに感じられ
るのも至極当然のことです。それはつまり、単なるブランド名やロゴの変更に
とどまらず、ブランドと顧客の情緒的な接点をも変える決断であるからです。

広い意味で捉えれば、ブランドとは、消費者がオーディエンス、製品、企
業、サービスと接する経験の集合体と呼べるものです。適切な形で提供されれ
ば、こうした経験はブランドへの愛着心や忠誠心に加え、消費者の購入意欲を
高める方向にも作用します。このようにして、ブランドは、増収、増益や社会
的支持といった形で、母体である企業に真の価値を想像するのです。ブランド
の真の価値とは確かに主観的で形のないものです。にもかかわらず、多様な組
織がブランドの価値を評価し、追跡するための方法論を開発してきました。

こうした組織のひとつ、Interbrandでは、以下の3つの主要な指標に基づきブ
ランドの評価を行っています。

1.   ブランド化された製品やサービスの挙げる業績

2.    対象のブランドが消費者の選択に及ぼす影響

3.    ブランドが母体である企業に対して付加価値を与え、収益を確保する実力1

また、Interbrandでは、ブランドの評価額を年次で追跡するBest Global Brands
ランキングを例年発表しています。

Apple: 1,840億米ドル Google: 1,420億米ドル

Microsoft: 800億米ドル Coca-Cola: 700億米ドル Amazon: 650億米ドル2

こうした莫大な価値を有するブランドの背後で、「ブランドの刷新が必要だ！」
と声を挙げるマーケターの立場を想像してみてください。まさに、そのような
事態がこれら5社のブランドに起こったのです。

Interbrandのレポート「Best Global Brands 2017」では、最も 
価値あるブランド上位5位に以下のブランドが挙げられています。
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したがって、世界で最も価値の高いブランドであっ
ても、ブランド刷新やリブランディングの決断は、影
響が長く続く重大な、喫緊の判断となります。会社
全体、製品、サービスいずれの場合にも同様です。看 
板からパッケージ、広告からデジタルプレゼン 
ス、社内広報からベンダーとの関係、ナビゲーション
から配信に至るまで、事業のあらゆる側面に影響を
与える決断となります。表面的には、こうした決断
の背後には、ブランドが消費者により受け入れられ
やすくすることでブランド価値をさらに高めるとい
うニーズが存在します。しかし、この決断に伴う多
大なリスクや費用負担を考慮すれば、次の根本的な
質問を問いかけることが欠かせません。

ブランド刷新やリブランディングの好
機はどのように訪れるのか？

「ブランドがこうした決断に至る理由には多種多様
なものがあります。」ブランドコンサルティング
会社BrandTwistのCEO、Julie Cottineauはこう語り
ます。

「テクノロジー業界を例にとってみましょう。テク
ノロジー企業は、ある1つのプラットフォームやサー
ビスから事業を開始することがよくあります。です
が時間を経るにつれ、実際には多方面に付加価値を
積み重ねていくのが一般的です。そうすると、こう
した企業では、顧客開拓において、常に『ええ、当
社はデータストリーミング企業のように思われがち
ですが、実際にはそうではないのです。』というよ
うなことを言い続けることになります。」

「 ま た 、 合 併 や 買 収 、 経 営 陣 の 異 動 の 結 果 と し
て こ う し た 試 み が 行 わ れ る こ と も あ り ま す 。 」
Cottineauは続けます。「ですが、仮にそれがブラン

ドイメージの一新を目的としたものであったとして
も、単に名前やロゴを変更するだけで終わりではあ
りません。自社が対象とする市場を観察し、競合他
社が既に行っている試みを分析し、そこからどう差
別化するかを見出すことが重要なのです。」

長い年月の間に、Appleのロゴは虹から立体的なシル
バーへ、さらにアプリケーションに応じて平面的な
黒、白、シルバーへと変化してきました。よく知ら
れるように、Googleのロゴは2015年に一新され、3 時
の経過とともに、同社の製品名も大幅に進化してき
ました(Froogleというのもありましたね4)。Coca-Cola
では、過去130年間のロゴの変遷を辿る特設ページを
も設けています。5

ロゴや商標はすべて各所有者の財産です。本書で使用された商標はすべ
て識別のみを目的としており、その使用はYext, Inc.による推奨や連携を暗
示するものではありません。

1976年 1977年～1998年

1998年 1998年～2000年

2001年～2007年 2007年～2014年

2014年～現在

Julie Cottineau 
CEO、BrandTwist

@JCottin

https://twitter.com/jcottin
https://twitter.com/jcottin
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ブ ラ ン ド 刷 新 ( ま た は リ ブ ラ ン デ ィ ン グ ) が 自 社 
ブランドに有効かどうか、関心をお持ちですか？
これらの質問の1つ以上に「はい」と答えた場合、ブランドの
方向性について真剣に考えるタイミングであると言えます。

御社の日々の業務は元のブランドのアイデンティティから大幅に乖離して
いますか？(例:「当社はデータストリーミング企業のように思われがちで
すが、実際にはそうではないのです。」)

特定可能な要因により、御社のイメージやブランドイメージが問題のあ
るものになり、結果として減収や不都合が生じていますか？例えば、長年
にわたり、英国において、Burberryというブランドはギャングの装いを連
想させる存在でした。一部のパブではBurberryを着用しての入店を拒否し
たほどです。6これに対応し、Burberryは、メッセージの刷新、広告キャン
ペーン、有名人による推奨を通じて、世界の他の地域で築き上げられたブ
ランド資産を保持しながら、ラグジュアリーなアパレルとアクセサリーブ
ランドとしてリブランディングを行いました。

御社では、現在のブランド名やアイデンティティが意味をなさない、ある
いは問題のある連想を生む可能性のある新市場への進出、とりわけ国外市
場への参入を計画していますか？

ブランドの評判の向上、ブランドを時代に即した存在とするためにリ
ブランディングやブランド刷新を行う正当な理由がありますか？(例え
ば、Apple Computer Companyではロゴデザイン刷新や製品ラインの更新
に合わせ、社名から「Computer Company」を削除しています。)

御社のブランドに関して最近、ブランドのアイデンティティ、戦略、市
場でのポジションを変えるような合併や買収が行われましたか？

リブランディングを考慮する要因にはさまざまなものがあります。しかし、重要なのは、「リブラン
ディングの背景に何らかの戦略的取り組みがあること」だとブランド戦略コンサルティング会社Sol 
MarketingののCEOであり、「Branding is Sex」の著者でもあるDeb Gaborは述べます。「リブランディン
グを必要とする戦略的な理由がなければなりません。」

Deb Gabor 
CEO、Sol Marketing

@deb_sol

https://twitter.com/deb_sol
https://twitter.com/deb_sol
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ブランド 
刷新か、 

リブラン 
ディング 
か — それ
が問題だ

ブランドが方向転換の
決断を下す際に、とる
べき大まかな戦略的方
向性には2通りありま
す。ブランドは、全体
的なリブランディング
と、より対象を限定し
たブランドの刷新のい
ずれの道をとるべき
か、決定しなければな
らないのです。

ブランドの刷新においては、ブランドの外観、運
営、メッセージの伝達方法を包括的に一新します
が、ブランド名と市場における重要な立ち位置は維
持されます。基本的に、ブランド刷新は、顧客のロ
イヤリティが強く、認知度が高いものの、新たな消
費者に向けてブランド価値を伝えるため、またはブ
ランドの歴史の中で大幅な進化を遂げた市場におい
て時代の流れに遅れないために、大幅なコミュニケー
ション方法の刷新を要するブランドに向いています。

「ブランドの刷新のカギは活性化にあります。」
Arby’s社長のRob Lynchはこう述べます。

「大きな問題はないものの、ちょっと新しい味が欲
しいブランドに適した方法です。ブランドの核とな
る品格を維持しながら、興味を惹き、ニュースとな
るような要素を加えることは非常に重要です。メディ
アで取り上げられる機会が増え、ターゲットとなる
オーディエンスで話題に上ることも増えます。内容
やパッケージ、小売現場での一新という形で、こう
した要素を追加したり、変更を加えたりすることが
できます。」

しかし、言葉によるマーケティングメッセージが
ブランド刷新のすべてではありません。ほんのわず
かな変更であっても、製品の外観の変更で、新しい
イメージや見方を伝えることもできます。ブランド
のあらゆる側面を塗り替える必要は必ずしもありま
せん。

すっきり爽快！Diet Cokeがブランドを刷新
世界で最も有名なブランドのひとつ、Coca-Colaは、世界中の人々に親しまれて
います — これは、ブランドに対する新たな視点とイマジネーションを捉えよう
とする際には、良いことでもあり、悪いことでもあります。同社では最近、Diet 
Cokeをよりスリムでスマートな形に変えるブランドのアップデートを行いまし
たが、この際にブランド名とポジションは変更せずに、ブランドが会話の起点
となるようにし、新たな層にアピールすることを目的としました。

「Diet Cokeの刷新は、世界で最も著名なブランドのひとつに新たな驚きを付け加 
えるもので、素晴らしいアイデアだと思います。」Lynchはこう述べます。「新 
しいパッケージデザインは、ゼロカロリーの製品にふさわしく、その特長を強 
調するものです。Arby’sでは新デザインの缶での製品販売を行っていません
が、ブランドの魅力とブランドに対する新たな関心の高まりで、外食業界にも
メリットが生まれるものと考えています。」

Rob Lynch 
社長、Arby’s

@robburghlynch

https://twitter.com/robburghlynch
https://twitter.com/robburghlynch


ブランド刷新か、リブランディングか ̶ それが問題だ

8

その一方で、包括的なリブランディングとはつま
り、これまでのブランドの決定的な終焉を意味しま
す。確立された外観やイメージといったブランド資
産を放棄し、新たな市場でゼロからブランドを構築
して、提案する価値をも変えていく取り組みです。

時には、買収の結果としてこうした必要性が生じる
こともあります。また、市場シフトや新規市場参入
に伴うものであるかもしれません。重要な点は、ブ
ランドのアイデンティティの核心に関わるものを変
えざるを得ないということです。

状 況 に か か わ ら ず 、 リ ブ ラ ン 
ディングの決断がなされたら、そ
のプロセス全体を通じてこの重要
な教訓を肝に銘じなければなりま
せん。「ブランドは、あらゆる場
所に存在します。ブランド側のとる
あらゆる行動、ブランドのあらゆる接 
点を通じて広がるものです。」Gaborは
さらに続けます。「ブランドは、360度
全方位に存在します。ある時点やひとつの
ものに存在するわけではありません。このこ 
とを、プロセスにおいて行うあらゆる決断の際
に心に止めておくべきです。」

さまざまに異なる意味合い: 多様な市場に向けたリブランディング

バケーションレンタル企業HomeAwayがマルチリスティング企業EscapeHomesを
買収した際、東海岸へのEscapeHomesの営業範囲拡大に伴い、同社のマーケ
ティングチームは思いもよらない課題に直面しました。

「当社が東海岸でブランド名としてEscapeHomesを打ち出した際、当地には米国
への移民の子世代や孫世代に当たる人々が多数暮らしていました。外国のさまざ
まな場所から逃れてきた移民たちの子孫です。」ブランドに関わったGaborはこ
う説明します。「米国人にとって、『escape』という単語はコロナビールを手に
ビーチで日光浴をしているイメージを想起させるものです。他の文化圏出身の人
にとっては、その『escape』という単語がPTSDを呼び起こすものとなりうるの
です。したがって、この単語は置き換えねばなりませんでした。」



ブランド刷新か、リブランディングか ̶ それが問題だ

9

リブランディン
グ — オンライン
対オフライン

か つ て ブ ラ ン ド と は 、
限定的な場所(実店舗で
ある旗艦店、ブランド
の管理する印刷物やTV
コマーシャルなど)に集
合的に存在するアイデン
ティティを指しました。
しかし今日の世界では、
ブランドは、無数の物
理、またはデジタルの
接点にまたがり存在し
ています。また、消費
者がブランドと関わる
方法も、モバイル、音
声アシスタント経由な
ど、これまでになく複
雑化しています。こう
したオンラインとオフ
ラインのチャネル間で
の整合性を保つことが
非常に重要です。まず、

ブランドのコミュニケー
ションのトーン、外観
やスタイル、加えて必
須情報(住所や営業時間
など)が正確でなければ
なりません。次に、現
実世界とデジタル世界
の双方で、一体化した
アイデンティティを伝
えるものでなければな
りません。

最も基本的なこととして例を挙げれば、ブランド
は、オンラインで約束した内容をオフラインで実
際に提供できないというような事態を避けねばなら
ないのです。例えば、新たにペットに優しいホテル
として広告を打ち出したホテルであれば、この特
性をさまざまなチャネルを通じて宣伝する必要があ
ります。そしてその後は、当然、こうしたサービスを
実際に現場で提供しなければなりません。

音声検索の時代を迎えて、ブランドの物理的属性や
設備をデジタルで明確に伝えることの必要性がこれ
までになく高まっています。

「よく目にする問題点としては、顧客が実際に求め
ている質問への回答を確実にウェブサイトのコン
テンツとして掲載できていないというものが挙げら
れます。」HiltonグローバルSEO担当ディレクター
のMelissa Walnerはこう述べます。

「顧客がペットと一緒に宿泊できるホテルを探して
いるとしたら、その要望に応えるコンテンツをウェ
ブサイトに確実に掲載しなければなりません。単に
ペット同伴向けのホテルであるだけでは充分とは言
えません。その旨を明確に、はっきりと掲載しなけ
ればならないのです。」

リブランディングがオンラインとオフラインの双方
で一貫性を保ち、連携した形で行われないとした
ら、それはリブランディングとは呼べません。単に
混乱を作り出したに過ぎないのです。

Melissa Walner 
グローバルSEO担当ディレクター、 
Hilton

 @MelissaWalner

ブランド刷新か、リブランディングか — それが問題だ

9

https://twitter.com/melissawalner
https://twitter.com/melissawalner
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リブラン 
ディングへ
のロード 
マップ

リブランディング実現までの過程には、通過すべきステップがいくつかありま
す。出発点からその道程を計画することで、ブランド進化のプロセスを成功させ
ることが可能となります。

1   戦略を定義する。

2    自社チームと外部の代理店のどちらを使用するかを決定する。

3   測定可能なゴールを設定する。

4   新しいブランドを構築する。

5    展開: 「同時展開」型アプローチを採用する。

ブランド刷新か、リブランディングか — それが問題だ

10
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戦略を定義する。

リブランディングへの道の第一歩は、戦略を定義し、
適切な予算を設定することです。単純に聞こえます
が、この段階では、必要となる大量の調査のために
多大な時間を要することも珍しくありません。売
上、費用、既存の運営予算などの棚卸しをした後で
初めて、経営陣が特定の財務目標を設定することが
できるのです、

「マーケティング活動と業績を常に結びつけようと
するのがマーケターです。しかし、リブランディン
グの実践において本当に重要なのは、ブランド全体
の価値、そしてブランドの母体である企業にもたら
される総合的なメリットについて考えることなので
す。」Subway元CMOのTony Paceはこう述べます。

「こうした数値は一般に、非常に大きなものとなり
ます。リブランディングが企業の未来に及ぼす重大
な影響について、大掛かりな議論を設けるきっかけ
となるものです。」

言い換えれば、「ブランディング」の総価値が貸借
対照表に表れることはありません。しかし、リブ
ランディングに関して言えば、売上高に対する通常
のマーケティング費用(会社全体、フランチャイズ
モデルの場合にはフランチャイズ加盟店ごとに)の
比率に基づき予算を設定する方法では、規模面で充
分でない可能性があります。経営陣は、ブランド全
体の価値、そしてリブランディングの取り組みが企
業全体にもたらすROIの概算を可能な限り詳細に質
問すべきです。こうした数値からリブランディング
の予算が策定されます。

自社チームと外部の代理店のどちらを使用
するかを決定する。

いずれのアプローチにも利点があります。とりわ
け、層の厚い大規模な組織においては、社内のチー
ムを採用することには以下のようなメリットがあり
ます。

1.  開始時点からブランドに対する理解が深い

2.   1つのリブランディングプロジェクトのみにす
べての労力を注ぐことができる

他方で、外部の代理店には、無数のリブランディン
グやブランドの刷新を手がけてきた豊富な経験があ
り、また外部者ならではの新鮮な視線も期待できま
す。加えて、既存の社内チームと協業することで、
社内文化とのすり合わせを行うこともできます。

「代理店を採用すれば、経験豊かなブランディング
のプロから構成されるチームの知見を活用すること
もできるようになります。社内に大規模なクリエイ
ティブチームを抱える余裕がない場合には、外部
の代理店を活用することで、各分野に精通したベ
テランのクリエイティブ担当者のサポートをパート
タイムで受けられるようになります。」New Kindの
Chris Gramsはこう説明します。7 

「この点はしばしば、代理店と契約することの主要
な利点となりえます。つまり、社内のチームをクリ
エイティブ面で統率するリーダー役をパートタイム
で雇うことができるということになります。深遠な
経験と定評ある実務のプロへのアクセスを確保しな
がら、フルタイム勤務の正社員としてこうしたプ
ロを雇用するのに要する高いコストを回避すること
ができるのです。」

Cottineauもこれに同意します。「(リブランディン
グとは)時間と調査を要するものです。それに、社
内からよりも社外から得られる視点の方が新鮮度の
上ではより貴重なものでしょう。状況によりますが、
もしもあるブランドが時間と費用をかけて包括的
なリブランディングを行うという決断を下したなら
ば、私ならば外部のリソースを頼り、その経験から 
恩恵を受けることを考慮すると思います。」

1 2

Tony Pace 
元CMO、Subway

@cerebrlgraffiti

https://twitter.com/cerebrlgraffiti
https://twitter.com/cerebrlgraffiti
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測定可能なゴールを設定する。

この決断がなされたら、代理店(または社内チーム)
は市場とターゲットとなるオーディエンスを徹底
的に調査し、ブランドと競合他社との差別化要因と
なるものを見出します。その後、プロセスの案内役
となる具体的に測定可能で包括的なゴールを1つか
ら3つ設定し、後のリブランディングの成功度の測
定の際にこれらのゴールを見直します。

「まずは、ブランドのカテゴリーを論理的に、徹底
的に考えます。ですがその後は、そのカテゴリー
から一歩引いてみます。」Cottineauはこう述べま
す。「ブランディングやリブランディングで企業の
大半が犯す最大の誤りのうちのひとつが、競合他社
の動向を注視し過ぎることにあると考えているから
です。」

新しいブランドを構築する。

リブランディングの目標と実践の上での戦略が確定
したら、新しいブランドの構築に着手します。この
際には、顧客がブランドに関して目や耳にし、求
め、やり取りをする重要な接点のすべてに特に注
意を払います。こうした接点には、ブランドの公式
ウェブサイトや直営店舗のみならず、地図やナビ
アプリ、ソーシャルメディアチャネル、パートナー
の所有物も含まれます。

「戦略的なリブランディングに多額の投資を行い、名
称やロゴから、看板や店内ディスプレイに至るま
で、ブランドのあらゆるアセットを再構築しようと
している際に、誰かのGoogle検索結果に誤った情
報が記載された地図のロケーションが表示され、ブ
ランドの総力を挙げた取り組みが台無しになるよう
な事態は避けたいはずです。Gaborはこう述べます。

測定可能なゴールとは  
1.   広範に定義されているもの 
2.   観察可能なもの

一般的なリブランディングの目標 
• 特定の領域や業界での市場シェア拡大  

[「物流領域」など]

• 売上や収益の拡大

• ブランド認知度の向上や改善

3 4
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あたかも一大リリースイベントのように見える瞬間
は実際にはいくつかのローンチから構成されるもの
ですが、アナリストの間では、最初のオーディエン
スとなるのは自社の従業員であり、リブランディン
グの社内での展開開始が重要なイベントであるとい
う点でコンセンサスが見られます。

「何よりも、看板や本社といった社内的な側面を優
先すべきだと思います。」Cottineauはこう述べま
す。「従業員は、ブランドを体現するアンバサダー
的な役割を果たします。」

「鳴り物入りの派手なローンチが優れているとは
思っていません。」彼女はこう続けます。「ゆっく
りと、段階的に展開していくのがよいと考えていま
す。ブランドが完全に姿を現す頃には、皆それに慣
れ始めていて、フィードバックを返せる状態である
ように。BrandTwistでは、展開に1年から18か月を
要するものと考えています。」

従業員には最初から内容を伝えておくべきですが、
「大型イベントで社内ローンチを行う」ことも奏効
する可能性があると、ブランドストラテジストの
Ida Cheinmanは「Substance 151」へのブログ投稿

で述べています。8 

「従業員が進捗状況を把握していると感じられるの
に加え、こうしたイベントをうまく実行すれば、新
しいブランドへの帰属意識が高まり、将来的に従業
員がブランドのアンバサダーとして活躍できるよう
になります。

外部に向けた最初のステップは、ブランド立ち上
げの対象となるオーディエンスの特定、続いて、そ
れぞれのオーディエンスにリーチする最善の方法を
判断することです。Cheinmanは、オーディエンス
のそれぞれについてコミュニケーション計画を立案
し、公式な書状、契約者向けのメールによる通
知、ソーシャルメディア投稿などのリーチの手段を

マネージャーに慎重に割当て、同時に展開することを
勧めます。また、ウェブサイトとモバイルサイトの
ベータテストを行い、段階的にブランドへの親近感を
高め、「公式」ローンチの前にすべての準備が整っ
ていることを確認するのもまた重要です。

そして最後に、展開を通じた思考のプロセスは、ブ
ランド再生の出発時点で想起したものと同じであ
る必要があります。「人々がブランドと出会うあ
らゆる種類の方法について考えねばなりません。」
Gaborはこう述べます。「ブランドとの接点は公式
ウェブサイトや店舗にとどまりません。ソーシャル
メディアの他のインフルエンサー、ナビアプリな
どを経由しての接触もあります。これら接点の中
にはデジタルなものも、そうでないものもあります
が、すべての接点が関連しています。そのため、デ
ジタルファースト的なアプローチは勧めません。実
世界とデジタルの双方で同時にローンチする『同時
展開』型アプローチを推奨しています。」

結局のところ、顧客はもはや縦割り構造の存在しな
い世界に暮らしているのです。デスクトップで製品
について調べ、実店舗でのショッピングの際にはモ
バイルデバイスを使用し、Alexaにおすすめを尋ね
る、といった具合です。

顧客があらゆる場所に出没するならば、ブランドも
そうあるべきです。

「デジタルファースト的
なアプローチは勧めま
せん。実世界とデジタ
ルの双方で同時にローン
チする『同時展開』型 
アプローチを推奨してい
ます。」

5
展開: 「同時展開」型アプローチを採用する。

Deb Gabor  
CEO、Sol Marketing



ブランド刷新か、リブランディングか ̶ それが問題だ

14

リブラン 
ディングの
成功度を
測る

リブランディングの成
功度を具体的に測定す
るにはどんな方法があ
るでしょうか？企業に
より、方法は全く異な
ります。ステップ2で定
める具体的な目標が重
要となるのはそのため
です。エンゲージメント
の推進や新しいロゴの
披露では不充分です。

「当然ながら、直接的にROIを算出するのは非常に難
しいものです。」Cottineauは述べます。「ですが目
標は、それをさらに細分化することにあります。目
指す目標により、注視すべき指標は異なります。例え
ばニュースウェブサイトへのトラフィックの増加、ク
リックスルー率など。あるいは、リブランディング
により有力なリード数が増えたかどうかなど。」

「重要な指標すべてに関して基準値を設けることが
理想です。そして、開始6か月後、1年後、18か月
後、24か月後に基準値と現状を照らし合わせ、その
過程で修正を行っていくのです。」
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Cicis: Beyond Pizza、デジタル・ナレッジの
改善で客足を増加

ファミリー向けのピザ食べ放題チェーン、Cicisは1985
年から営業を続けてきました。数十年の歴史を経
て、レストランには伝統という資産が生まれました
が、その反面でブランドと時流の間にいくらかの
乖離も生まれました。2015年に、Cicis(当時の社名: 
Cici’s Pizza)は包括的なブランドの刷新に着手しました。

全体的な目標は、Cicisを新たな時代に導いてくれる
新しく、説得力のあるブランドのアイデンティティを
打ち立て、これまでに対処しきれていなかった層
(規模が大きく、増加傾向にあるCicisのヒスパニック
系顧客層など)へのエンゲージメントを強めること
にありました。新ブランドの構築に当たり、同社は
ロゴ(ブランド名を公式にCicis: Beyond Pizzaへ変更)
からウェブサイトや店舗のコンセプトデザインまで、
すべてを一新しました。

同社はまず、一新したデジタルプロパティをデスク
トップとモバイルの双方で再展開することから取り
組みを開始しました。「リブランディングの過程
で、ウェブ全体の当社のデジタル・ナレッジに関し
て多数の問題があることが判明しました。」デジタル
担当ディレクターのDouglas Kwongはこう述べます。

「名前、住所、電話番号などの基本的な項目さえも
一致していませんでした。営業時間は間違っており、
実際には閉店しているロケーションが開店と示され
ていました。」

Cicis: Beyond Pizzaは、Yextと協業し、この不整合を
修正しました。その過程で、もし顧客が刷新後のブ
ランドを現在使われているあらゆるインテリジェン
トサービス上でシームレスに見つけ、ブランドの情
報を得ることができなければ、ブランド刷新が不成
功に終わることを見出したのです。

Douglas Kwong 
デジタル担当ディレクター、Cicis

 @douglaskwong

https://twitter.com/douglaskwong
https://twitter.com/douglaskwong
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リブラン 
ディングへ
の過程で 

「知っておく
べきこと」 
3つ

1. 戦略立案においては差別化を目
指す。

一般に見られる誤りとして、既に市場に存在するも
のの真似をしすぎることが挙げられます。

新しい(あるいは、刷新後の)ブランドはターゲット
となるオーディエンスに響くものでなければなりま
せんので、市場調査は確かに重要なプロセスでは
あります。しかし、競合他社の後追いからは成功
は生まれません。新鮮な視点を取り入れるという点 
で、社内チームへのリブランディングに特化した 
メンバーの新規採用や、外部代理店との協業が奏功
しやすいステップです。

「重要なのは、自社のブランドのストーリーを見つ
めることです。」Gaborは言います。当然、そのブ
ランドストーリーは他のどんなブランドとも違った
ものでなければなりません。「将来的に語りたいブ
ランドのストーリーはどのようなものか、熟考して
みましょう。」

2. 投資収益率 (ROI) 基準を設定し、
基準達成の責任者を定める。
リブランディングの成功度を測るのは必ずしも容易
ではありません。リブランディング実施後に新規顧
客が来店したとしましょう。それはリブランディン
グの効果でしょうか、それとも全く無関係なもので
しょうか？

拠り所となる具体的な指標を出発時点で定め、そ
れに対処するリブランディング戦略を立案すること
で、成功度の測定がしやすくなります。例えば、ブ
ランドがクリックスルー率の改善を希望する場合に
は、リブランディング開始と同時に、新しくなっ
たブランドのメッセージとアイコンすべてを盛り込 
み、対象となるオーディエンスにターゲットを絞っ
たモバイル広告キャンペーンを実施するのが良案か
もしれません。その後、ブランドはサイト訪問数や
クリックスルー率を従来の数値と比較することがで
きます。パフォーマンスへの真の影響を測るため、
こうした取り組みを半年、1年と続けることができ
るとCottineauは説明します。
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3. あらゆる場所で、顧客をそれぞれ
の物語の主人公に仕立てる。
顧客をそれぞれの物語の主人公に仕立てるとは、つ
まり、顧客がブランドに求めるもの、顧客が希望
する発見やコミュニケーションの方法を把握し、顧
客を最優先した購入までの道程を想像することを意
味します。言うまでもなくリブランディングの過
程で欠かせないスタンスですが、それにとどまら
ず、あらゆるブランドにとって重要な姿勢といえま
す。具体的には、例えば、実際にはその半数がメー
ルの使用を好むのにもかかわらず、すべてのミレニ
アル世代がInstagramでブランドと関わるのを好む
と決めつけないことを意味します。9また、毎月数
百万人の消費者が企業とやり取りをするFacebook 
Messengerなどのプラットフォームでのコミュニ
ケーションをブランドに取り入れることをも意味
します。

ブランド 
刷新か、 

リブラン 
ディングか: 
決定図

概して、リブランディングとブランド刷新のいずれ
にも、顧客を第一に考えたシームレスなブランド体
験の創出が欠かせない要件となります。

「例えば、誰かがお気に入りの検索エンジン、Yelp
で御社の事業について検索したとします。その時に
リスティングの営業時間が間違っていたとしたら、
ブランドへの期待が裏切られたことになります。」
Gaborはこう締めくくります。「実際に営業してい
るかどうかは別として、営業中だという情報が出て
いることにより、営業中であるという印象を与えま
す。ブランドとは、表に出ているすべての情報の集
合体です。したがって、もし、消費者をそれぞれの
物語の主人公とすることを目指しているにもかかわ
らず、誤った情報を外部に出して期待を裏切るとし
たら、ブランドが消費者に対して約束するあらゆる
事柄が実現されないということになるのです。」

A B

オーディエンス
の優先順位

優先順位は...

ブランド離れし 
つつある既存の 

オーディエンスの 
維持や奪還にある

現在のオーディエンス 
やより若い層への 

アピールや獲得にある 

資産
既存のブランド 

資産は...

ブランドに損害を 
与えたり、新市場への 

進出を阻んでいるようだ

ポジティブな 
つながりを生むの
に未だ有用である

市場
最大の目標は...

新市場への参入、 
または既存市場内で
新たなプレイヤーと
して再生することだ

単に既存市場で 
突出することだ

Aが多い:  
リブランディング

Bが多い:  
ブランド刷新
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