
再配達問題を解決！
友だち以外も受け取れる「通知メッセージ」活用

企 業 紹 介

目的

施策

効果

・日本郵便の宅配サービス「ゆうパック」を利用するユーザーの利便性を向上
し、不在再配達率を改善したい

・ゆうパックのお届け予定日時を案内し、ユーザーが受け取り日時や場所を変
更できる「e受取アシスト」のサービスをLINEで実現するために「通知メッ
セージ」を導入

・発送元とLINEの登録データのマッチング率が95％以上を記録し、予想を上回
る水準で通知メッセージを配信できた

・ゆうパックを活用しているあるEC事業者は、不在再配達がサービス開始前に
比べて3～4%ほど削減

日本郵便株式会社

業 種 ：ファッション・美容・健康

事業概要 ：郵便業務、銀行窓口業務
保険窓口業務
前記以外の銀行業
国内・国際物流業 など
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LINE株式会社が提供する「通知メッセージ」は、利便性の高い情報に限り、企業のLINE公式ア

カウントからユーザーへメッセージを送信することができる機能です。個別のLINE公式アカウン

トと友だちになっていないユーザーに対しても、企業からメッセージを送ることができます。通

知メッセージの導入対象は、LINEがユーザーにとって有用かつ適切であると判断したものに限定

され、広告目的のものは配信されません。

2019年3月18日から宅配サービスのゆうパックに「通知メッセージ」を導入した日本郵便株式会

社（以下、日本郵便）の取り組みについて、担当者の坂井俊一氏と、同社に提案・導入を行った

LINEの兼清俊太郎に話を伺いました。



「LINEはメール以上に日常的に確認するツールだと考えており、

即時性や視認率の高さにも期待していました」

日本郵便株式会社

郵便・物流営業部 EC営業戦略担当主任 坂井 俊一氏
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そのためEC市場の急拡大、急成

長にサービスがついていけず、

“宅配クライシス”と呼ばれる労

働力不足等の問題が浮き彫りに

なってきました。また人々の働

き方やライフスタイルが多様化

していく中で、ビジネスモデル

に変化がないまま荷物が増えた

結果、不在再配達も増加してお

り、宅配業界全体の問題になっ

ています。

不在再配達を減らすためには、

いつ届くのか事前にお知らせす

ることや、都合に合わせた受け

取り方を選択できるようにする

など、荷物を受け取るお客さま

の利便性向上が必要です。そう

した理由から開始したのが、荷

物のお届け予定日時をお客さま

にメールで事前通知する『eお届

け通知』、その通知から受け取

り日時や受け取り場所を変更で

きる『e受取チョイス』の2つを

組み合わせた『e受取アシスト』

のサービスです」（坂井氏）

メールによる通知サービスの

場合、商品の発送元となるEC

事業者が受取人のメールアド

レスを日本郵便に連携するか、

受取人が日本郵便の会員サー

ビス『ゆうびんID』に登録し、

通知を受信するための設定を

行う必要があります。一方、

LINEの通知メッセージは、日

本郵便のLINE公式アカウント

と友だちになっていないユー

ザーにもメッセージを配信す

ることができるため、LINE公

式アカウントの友だち追加、

受信設定などの作業は発生し

ません。

「LINEはメール以上に日常的

に確認するツールだと考えて

おり、即時性や視認率の高さ

にも期待していました。国土

交通省の消費者の意識調査に

よれば、再配達になる理由と

して最も多いのが『いつ届く

のか把握していないから』だ

そうです。
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「通知メッセージ」導入

の決め手はLINEのアク

ション率の高さ

LINEは2018年3月から、生活の

上で重要、必要性の高いメッ

セージをユーザーに届ける「通

知メッセージ」のサービス提供

を開始。ユーザーの利便性向上

とともに、導入企業側の業務効

率化・経費削減を目指してきま

した。今回、日本郵便が本サー

ビスを導入した背景にも、 “宅配

クライシス”と呼ばれる宅配業界

全体の問題と、不在再配達率を

改善したいという思いがありま

した。

「LINEの通知メッセージを導入

したのは、当社の宅配サービス

である『ゆうパック』です。宅

配便は20世紀に生まれたサービ

スですが、21世紀に入ってもビ

ジネスモデル自体に大きな変化

がありませんでした。

http://www.linebiz.com/jp/


日本郵便株式会社
https://www.linebiz.com/jp/

3

「送信してすぐにユーザーがメッセージを読み、お届け日時変更などの

対応ができれば、再配達の削減に貢献できる」

LINE株式会社

インフライノベーション室兼清 俊太郎

業者が発送する荷物に限っての

実施になるものの、荷物の宛て

名ラベルに記載された電話番号

と、LINEに登録されている電話

番号が一致したユーザーに「通

知メッセージ」を配信していま

す。

配信するメッセージの内容は個

人情報に配慮し、「お届け先

名」「ご依頼主名」「送り状番

号（全桁）」「品名」といった、

個人を特定できるような情報は

記載していません。

「通知メッセージの導入にあ

たっては、実は当初SMS

（ショートメッセージサービ

ス）も候補にありました。しか

し、SMSでは通知時に電話番号

しか表示されないこともあり、

お客さまが発信元を判別しにく

いという問題がありました。極

端な話、第三者が当社を装って

いたずらや迷惑メールを送信す

る可能性もあるわけです。実際

に当社や他の宅配会社を装った

スミッシング（SMS＋

Phishing）詐欺も発生し、

ニュースにもなりました。その

点、LINEはLINE公式アカウント

にアカウントバッジが付いてい

るため、すぐに日本郵便からの

通知だとわかります。こうした

LINEならではの安心感や信頼性

も魅力的でした」（坂井氏）

「おっしゃるように、SMSや

メールでは、いたずらメールか

どうかの判断が難しいケースが

多々あります。しかし、LINEの

場合は、LINEが審査を行ったア

カウントには青または緑色の認

いかにお客さまに意識していた

だくかがポイントになります」

（坂井氏）

即時性という点においては、す

でにLINE公式アカウントを開設

している企業からも「LINEは

メールよりもすぐに読まれ、ア

クションをしていただける」と

いう多数の反響が寄せられてい

ます。

「日本郵便さんに通知メッセー

ジをご提案した際、業界として

の課題感などのお話を伺い、送

信してすぐにユーザーがメッ

セージを読み、お届け日時変更

などの対応ができれば、再配達

の削減に貢献できると思いまし

た」（兼清）

LINEによってSMSやメー

ル以上の安心感を提供

日本郵便の「eお届け通知」は、

利用に同意したECなどの通販事
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通知メッセージの最大の強みは、

電話・SMS・メールといった通

信手段でしか接点が持てなかっ

たユーザーに対して、LINEとい

う即時性の高いデジタルの世界

に呼び込むことができる点にあ

ります。実際、通知メッセージ

の導入前から、ユーザーの期待

を感じていたと坂井氏は語りま

す。

▲日本郵便の通知用 LINE公式アカウント「郵便

局［eお届け通知］」から荷物のお届け予定メッ

セージ (eお届け通知)をお知らせ。届いたメッ

セージからお届け日時等の変更が可能です。

「EC事業者さまからの導入を希

望されるお問い合わせだけでな

く、通知メッセージ開始までの1

週間だけで当社のLINE公式アカ

ウントの友だちが2万人ほど増え、

サービスへの期待感やニーズが

あることを実感しました。

サービス開始後の反響につい

ては、『非常に便利』『助か

る』といったコメントがSNS

で見受けられるなど、好意的

に受け止めてくださっている

方が多いように感じられます。

また、開始以前はEC事業者さ

まの持つ電話番号と、LINEに

登録されている電話番号情報

が合致せず、メッセージが配

信できないケースが起こるの

ではないかと少々不安があり

ました。しかし、いざ開始し

てみると、あるEC事業者さま

では携帯電話番号の記載があ

る荷物の場合、95％以上とい

う高いマッチング率でメッ

セージを配信することができ、

社内での期待もますます高

まっています」（坂井氏）

95％という非常に高いマッチ

ング率を記録した一つの要因

として、日本郵便が顧客理解

を得るために行った取り組み

が挙げられます。LINEで友だ

ち追加をしていない企業から

突然メッセージが届くことに、

不信感を感じるユーザーがい

ると懸念していた日本郵便で

証バッジがついていますので、

ユーザーに対してSMSやメール

以上の安心感を提供できると考

えています」（兼清）

電話番号のマッチング率

は95％以上！ 再配達率も

約4％減へ

日本郵便は通知メッセージの活

用におけるKPIとして、サービス

の利用者数や利用率、不在再配

達の削減率を基準に設定してい

ました。サービスを開始して間

もない状況ではあるものの、実

際に通知メッセージを活用して

いるEC事業者からも具体的な反

響があったそうです。

「あるEC事業者さまのECサイト

において、通知メッセージの

サービス開始前と開始後の前後1

カ月を比較したところ、開始後

は不在再配達率が開始前に比べ

て3～4%改善できたという結果

が出ています。不在再配達の削

減は通販事業者さまの返品率改

善とイコールであり、購入者さ

まの満足度向上にもつながるた

め、メリットの大きいサービス

だと考えています」（坂井氏）
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対応させていきたいと考えてい

ます。また、将来的な目標とし

ては、かなり先のフェーズにな

るとは思いますが、ゆうパック

以外の当社の郵便商品、例えば

書留郵便などにもLINEの通知

メッセージが活用できるような

システムを構築していけたらと

考えています。宅配便以上に書

留郵便は『いつ届くのか』が受

取人側からすると分かりにくい

商品です。どのようにLINEと

データを連携するのかといった

課題もありますが、実現できれ

ば非常に効果が高いと考えてい

ます」（坂井氏）

続けて、「ゆうパック以外の郵

便商品もオンラインで通知が届

くことが当たり前になれば、

サービスとしての郵便の価値も

さらに高まるのではないか」と

しながら、社会インフラとして

の認識が、郵便事業からLINEの

ようなコミュニケーションサー

ビスにシフトしてきたと見解を

述べます。「そのLINEと連携し、

サービスの利便性を向上させる

ことに社会的な意義を感じてい

る」と坂井氏。

「おそらく今後、LINEの通知

メッセージは“宅配クライシス”

の解決策の一つとして、宅配業

界でも導入が進むのではないで

しょうか。そんな状況の中でも、

数ある宅配サービスの中からゆ

うパックを選んでいただけるよ

うに、今後は通知メッセージか

らのコンビニ・ロッカー受取へ

の変更や、置き配（指定場所配

達サービス）などへの選択肢の

拡充も検討していきたいと考え

ています」（坂井氏）

また、兼清は通知メッセージの

活用が、不在再配達率の改善な

ど、社会的な課題解決策につな

がっていくと展望を語ります。

「メールを見る頻度は低くなり、

確認さえも面倒だと感じている

方も増えているので、あらゆる

通知をLINEに集約させる世界を

つくりたいですね。データ連携

の観点から課題もありますが、

LINEでは法人向けのAI事業にも

注力していきます。将来的には、

差出人や受取人の方の情報を読

み取るOCR(光学文字認識)の精

度を向上させ、手書き伝票の情

報を読み取って通知メッセージ

を送信できる、といった世界観

が実現できるかもしれません」

（兼清）

は、発送元となるEC事業者のEC

サイト上に「ゆうパックで発送

した場合は日本郵便からLINEに

よるお届け予定メッセージが通

知されます」という案内を入れ

てもらうよう依頼しました。

「LINEとしても、友だちになっ

ていないLINE公式アカウントか

ら通知がくる、という世界観を

ユーザーに浸透させ、不信感な

くメッセージを読み、アクショ

ンにつなげていただけるよう努

力を続けていきます。また、通

知メッセージの場合、お客さま

の電話番号は、不可逆変換であ

るハッシュ値に置き換えてLINE

の情報と突合しておりますので、

ご安心いただけたらと思いま

す」（兼清）

「通知メッセージ」活用

の幅を広げ、郵便の価値

を高めたい

最後に、通知メッセージに関す

る将来的な目標について、坂井

氏と兼清は下記のように展望を

語ります。

「現在は初回のお届け前の通知

のみの対応ですが、再配達にも
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