
アサヒビールの家庭用生ビールサービス「THE DRAFTERS」が、

LINE公式アカウント起点で設計されている理由とは

目的

施策

効果

・新たな家庭用生ビールサービス「THE DRAFTERS」（ドラフターズ）の会
員向けプラットフォームを構築したい

・ユーザーとなる会員と直接コミュニケーションを図りながら、取得したデー
タを各施策で活用したい

・「THE DRAFTERS」のLINE公式アカウントを開設し、サービスの申し込みか
らCRM（カスタマーリレーションマネージメントの略）などをLINEに集約

・株式会社ZEALSが提供するチャットコマース「ジールス」を導入。チャット
ボットでユーザーとのコミュニケーションを行い取得したデータを可視化

・集客のための広告から申し込み、情報発信からCRMまで、一連の取り組みを
LINEのプラットフォームで展開することで、シームレスでストレスのないユー
ザー体験を提供

・サービスのローンチから1年で約2万人の会員数を記録
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アサヒビール株式会社は2021年5月、家庭用生ビールサービス「THE DRAFTERS（ドラフター

ズ）」をリリース。サービスの申し込みやCRM施策など、ユーザーとのコミュニケーションを

LINE公式アカウントに集約しています。

その背景や活用方法などについて、同社「THE DRAFTERS」のブランドマネージャー西村拓哉

氏（以下、西村氏）と、運用をサポートする株式会社ZEALSの遠藤竜太氏（以下、遠藤氏）と福

山哲平氏（以下、福山氏）に話を伺いました。

企 業 紹 介

アサヒビール株式会社

業 種 ：飲料・食品・外食

事 業 概 要 ：ビール類、酒類、ノンアルコー

ル・微アルコールの製造・販売



アサヒビール株式会社
https://www.linebiz.com/jp/

商品をつくる、というメーカー

としての使命はもちろん変わり

ませんが、つくるまでの共創の

プロセス、モノだけではなく

サービスとしての側面を育てる

ことで、未来に向けて変革して

いくことが必要になりました。

そうした背景からユーザーと直

接、つながることができるサー

ビスとしてドラフターズをロー

ンチしました」（西村氏）

サービス立ち上げに当たり、西

村氏はドラフターズのLINE公式

アカウントを開設。「アサヒ

ビール」という企業としての

LINE公式アカウントは既に存在

していましたが、ブランドアカ

ウントとしての開設は会社とし

ても初の試みだったといいます。

そこには、ドラフターズという

サービスのタッチポイントを

「LINEに集約させたい」という

思惑がありました。

LINEに集約してCRMを実現させ

たい――。

西村氏からの要望に応えたの

が、現在もドラフターズの

LINE公式アカウント運用をサ

ポートする株式会社ZEALSで

した。

「ユーザーが慣れ親しんでい

るLINEですべてを完結させる

ことができれば、よりシーム

レスな体験が実現できます。

LINEの役割を『あくまでマー

ケティング手法の一つ』と考

える企業もいる中、西村さま

の要望は革新的かつユニーク

な決断だと思いました」（遠

藤氏）

親指の可動域で全てが完

結するシームレスな設計

ドラフターズを立ち上げる前、

デジタルマーケティング部で

「アサヒビール」のLINE公式

アカウントにも関わっていた

経験から「メッセージ配信の

開封率の高さ、LINEだからこ

そ可能になるコミュニケー

ションの特長は把握してい

た」と話す西村氏。当初から

「ユーザーの要望をLINEで簡

易に実現させる」ことにこだ

わった理由を、以下のように

振り返ります。
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サービスのインター

フェースをLINEに集約

「THE DRAFTERS（ドラフター

ズ）」は、アサヒビール社がこ

れまで業務用で培った技術を結

集した「本格泡リッチサー

バー」で注ぐ、本当にうまい生

ビールを、家庭で楽しむことが

できる会員制生ビールサービス

です。会員には「本格泡リッチ

サーバー」がレンタルされ、月2

回、自宅に2Lの生ビールが届き

ます。

「日本のアルコール市場は縮小

傾向にあると言われていますが、

それ以前から消費者の価値観は

多様化し、アルコール度数の選

択肢が増えてきたように、欲し

いものを好きなように選べる時

代になっています。そんな中、

メーカーとしては消費者と直接

的な接点を持ち、実際のユー

ザーと一緒に新たな価値を創造

することで、これまでより小さ

な量の価値であっても、そこに

高いニーズがあり、的確に求め

る人に届けることが可能であれ

ば、新しい価値を還元していく

持続可能な仕組みをつくること

ができます。
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また、CRM施策ではZEALSが開

発・提供しているチャットコ

マース®︎「ジールス」を導入。

ジールスは高度なコミュニケー

ションデザインが可能なAI

チャットボットサービスです。

ドラフターズでは、ユーザーの

入会前から入会後のナーチャリ

ング施策を機能させることが目

的だったといいます。

チャットボットデータで

「CVRの傾向が浮かび上

がる」

そもそも、ドラフターズ本会員

への申し込みはLINE公式アカウ

ントの「簡単アンケート登録」

からになっています。

「申し込みはLINE公式アカウ

ントを友だち追加することか

ら始まります。追加するとア

ンケートが提示され、回答す

るだけで申し込みが完了し

（簡単アンケート登録）、そ

の後、案内に従って本会員登

録に進む流れです。この一連

のコミュニケーションを、

ジールスのチャットボットが

行っています。アンケートの

途中で離脱させないためのシ

ナリオ検証も組み込んでいて、

今ではアンケート回答を始め

たほとんどのユーザーが簡単

アンケート登録まで進んでい

ます」（福山氏）

本会員登録後には、LINE公式

アカウントから「ユーザーの

属性に適した」コンテンツが

定期配信されます。その数、

常時10種類以上。それだけ充

実したコンテンツを配信でき

る理由もジールスによるもの

です。

「立ち上げを任された当初、リ

リースまでに与えられた期間は

半年程度。その期間内に登録ま

での導線や会員に対するコミュ

ニケーション施策などの全てを

整える必要がありました。その

状況下において、なんでも中途

半端にやるのではなく、エッセ

ンシャル思考でLINE公式アカウ

ントを中心にLINEというプラッ

トフォームをフル活用すれば、

集客、接客、会員CRMといった

一連の流れを全て完結させるこ

とができる上、ユーザーにとっ

てもストレスのないシームレス

な体験が提供できると思い至り

ました」（西村氏）

現在、ドラフターズというサー

ビスへの登録、CRMを含めた

ユーザーとのコミュニケーショ

ンの各ファネルが、LINE公式ア

カウントに集約されています。

リッチメニューからは、生ビー

ルを配送する日時が変更できる

ほか、おつまみレシピサイトや

YouTubeページ、会員専用のマ

イページ、FAQ（よくある質

問）にも遷移できるようにして

います。これは、「親指の可動

域で全てが完結できる設計を重

視したい」という西村氏の要望

に応え、ZEALSが設計・開発を

進めた結果だといいます。

LINE公式アカウント「ドラフターズ」のリッチメ
ニュー。「本会員」と「未登録」によって表示さ

れるメニューが異なる

http://www.linebiz.com/jp/
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ユーザーが最初に入力するアン

ケートでは、「自宅でお酒を飲

む頻度・量」「よく飲むビール

の銘柄」「ビールを一緒に飲む

ときの相手」……などの設問に

回答してもらいます。こうした

「サイコグラフィックデータ」

の取得により、ユーザーのイン

サイトが導き出されるといいま

す。

「従来のWeb広告で取得可能な

デモグラフィックやジオグラ

フィックと異なり、ニーズ・嗜

好性・行動特性・態度などの心

理的要素であるサイコグラ

フィックデータを取得していま

す。サイコグラフィックを取得

することでユーザー像を導き出

すことができ、なぜ買うのか・

買わないのかといったインサイ

トを深堀りすることができます。

「例えば、登録間もない初期の

ユーザーに対しては、サーバー

の取り扱い動画やFAQが必要で

す。一方、登録からある程度の

期間が経っているユーザーであ

れば、そうしたコンテンツより

もクリエイターさんとコラボし

たYou Tube動画などのほうが適

しています。また、友だち追加

したものの申し込みに至ってい

ないユーザーには、サービスの

魅力を伝える必要があります。

こうした配信設計は登録期間や

購入回数を確認すれば実現でき

るものもありますが、ドラフ

ターズの場合、そこにアンケー

トで取得したチャットボット

データを組み込んでいます」

（西村氏）

インサイトを活用することで、

今後のプロモーションの方向性

はもちろんですが、サービス内

容のアップデートにも活用する

ことができます」（福山氏）

「通常のマーケティング活動で、

『普段どういう人とビールを飲

みますか？』などの設問に対す

る回答を取得するのは難しいと

思います。しかし、チャット

ボットデータを活用すればコン

バージョンの傾向を探り、広告

施策やコンテンツ配信など次な

る打ち手につなげることができ

ます」（遠藤氏）

さらに、会員同士が交流できる

オープンチャット「乾杯！広

場」も開設。広場では会員同士

がサーバーの使い方に関する悩

みを解決するためにコミュニ

ケーションを取ったり、ビール

に合うおつまみに関するトーク

が繰り広げられたりすることも。
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「LINE公式アカウントと『AI

チャットボット×コミュニケー

ションデザインでユーザーに新

たな接客体験・購買体験を届け

る』というZEALSさまの強みが

最大限に発揮され、広告からア

ンケート、本会員登録、本会員

へのメッセージ配信からオープ

ンチャットという、一連の取り

組みを同一プラットフォームで

提供することができました。結

果、会員さまにとって間が分断

されてないスムーズな顧客体験

につながり、私の当初の構想を

実現することができたと考えて

います」（西村氏）

「ドラフターズでは、会員を継

続していただくため、チャーン

レート（サービス利用停止の

パーセンテージ）を気にしてい

ます。離反防止のためには、コ

ンテンツ配信などの一方的なコ

ミュニケーションだけでなく、

会員同士で盛り上がってもらう

必要があると考えオープン

チャットを開設しました。正直、

当初は『本当に自主的に交流が

行われるのだろうか』と半信半

疑でしたが、開設初日に大勢の

会員が集まり、私のスマホの通

知が止まらないほど盛り上がっ

ていて驚きました」（西村氏）

数々の施策の結果、ドラフター

ズはローンチから1年後の現在

（2022年6月時点）、約2万人の

会員数を記録。西村氏はこれま

での1年間を次のように総括しま

す。
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