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”まず味見してみません？”

から始めるAI活用サービス
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ROXのビジネス概況
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会社概要

事業内容

提供プロダクト
・サービス

ビジネス
モデル

特徴
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会社概要

株式会社ROX（旧社名 テクニコル）

© 2021 ROX INC. 5

COMPANY PROFILE.

設立 2015年10月2日

事業 データ解析 技術を利用したサービス

本社 神奈川県川崎市中原区
木月2-10-3 ベンチャーマックス209

技術
顧問

首都大学東京産業技術
大学院大学教授博士(工学)

越水 重臣

東京電機大学助教 博士(工学)

井ノ上 寛人
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メンバー

◆ 1980年生まれ 奈良県出身

◆ 神戸大学工学部卒

◆ 東京都立 産業技術大学院大学 首席修了

◆ 三菱重工業(株)開発設計職、三井物産(株)海外営業職

◆ 2015年 株式会社ROX創業

◆ 産業技術大学院大学 登録認定講師（専門：データ解析）

◆ 趣味は野球

© 2020 ROX INC. 6

中川 達生 代表取締役CEO

三浦 広平 取締役COO

Tatsuo Nakagawa

Kohei Miura

◆ 1987年生まれ 仙台市出身

◆ 筑波大学 大学院数理物質科学研究科修了

◆ 富士電機(株) エンジニアリング業務に従事

◆ 2020年 ROX取締役就任

◆ 趣味はスポーツ全般・エンタメ全般・カラオケ

メンバー
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経営理念
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おもろい技術でおもろい人生を。
家族や大切な人と1秒でも長く過ごせる人生を。

© 2021 ROX INC.
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ROXの特徴

© 2021 ROX INC. 8

特徴１

AIは全て自社開発。 “AIワンストップベンダー“

特徴２

汎用サービスから専用システムまで、ユーザーのビジネスに合わせ、
必要なモノを必要な形で提供できる。“エンジニアリング力”

特徴３

データ活用の土壌整備から提案ソリューションの効果検証まで、
ユーザーの想いに技術で寄り添う。“伴走力”

Confidential
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[派遣]時給1,000円～1,500円 交通費：一部支給 ◆交通費：別途一部
支給※当社規定による※◆時給900円～1,500円!!(※お仕事による) 
◆日給7,600～10,000円以上も可！ ◆昇給あり ◆支払い方法：月払
い・日払い ★ 給与は、嬉しい日払いOK ★

＼激短1日×人気の登録制バイト／ 空いている日に、 好きなお仕事
を選べる♪ 【▼イチオシのお仕事▼】 ◇お中元の仕分・のし貼り
(東灘・尼崎) 900円～1100円 ◇グランピング(BBQ)のお手伝い 時給
1100円 お客様の案内、BBQのセット・片付け 送迎も明石と三ノ宮
から出てるから楽々♪ リゾート施設へ行けて楽しいですよ★※高校
生もOK！ ◇プリンのラベル貼り (東灘) ～時給1500円 ◇人気雑貨の
仕分 (中央区) 時給900円 ◇アパレル用品の値付け(東灘区)(西宮) ◇
おもちゃの梱包 (尼崎) ※歩いてすぐの現場や、 車・バイク通勤ＯＫ
♪の現場もあり！※ご希望の勤務地・お仕事お伺いします♪

[ア・パ]時給1,100円～1,250円 交通費：一部支給※深夜時給1250円

飲食・製造小売り向け

通販事業向け需要
予測

物流・運送向け

イベント集客効果
検証

文字情報（求人情報
等）のデータ分析

産業資材向けスーパー向け

© 2021 ROX INC.

様々な顧客に需要予測やデータ分析サービス、ソリューション等を提供
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SNSマーケティング
のデータ分析

需要予測

データ分析、ソリューション提供 システム開発

人材育成・研修・セミナー・講習会

ROXの事業内容
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◆ニーズの強いサービスは自社開発でアプリ化

◆サブスクリプションモデル

◆食品ロスの削減や配車の業務の効率化で効果

◆需要予測はおもろい！手軽に体験いただきたい！

Confidential

プロダクト
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「気温」「降水量」「日付」「最近の客足」等の店舗データを基に、
45日先までの「来店者数」「商品の販売数量」等をAIが予測します。

来客予測AIアプリ「AI-Hawk-」特徴
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特徴

①お手持ちのスマホ・PCのみで利用可能

②データ入力して計算ボタンをクリックするだけ

③天気データはAIが自動取得

④誰でも2分で簡単に需要予測

⑤AIを全て自社開発、個別カスタマイズも可能

来客予測AIアプリ「AI-Hawk-」特徴
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①予測対象
を選ぶ

②データを
入力する

③更新を
クリックする

④予測計算を
クリックする

来客予測AIアプリ「AI-Hawk-」特徴
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来客予測AIアプリ「AI-Hawk-」特徴

１週間先までの予測結果が
表示されています
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来客予測AIアプリ「AI-Hawk-」特徴

スライドバー上で数値を指定して、
45日先までの予測結果を表示できます

45日分
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予測対象はユーザー任意で設定可能
（客数、販売数、売上 等） データ入力は、

・アプリ画面で手入力
・Googleスプレッドシート
・エクセルファイル
・csvファイル
に対応

時間帯別予測可能
混雑予想カレンダー
簡易分析ツール

定休日、不定休日
を設定可能

来客予測AIアプリ「AI-Hawk-」特徴
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来客予測AIアプリ「AI-Hawk-」特徴



Confidential

来客予測AIアプリ「AI-Hawk-」特徴
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来客予測AIアプリ「AI-Hawk-」特徴
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AIアプリケーションの導入実績
◆ JA(農協)、ホンダ技研工業、愛知県の大手機械メーカーでご導入いただく等、

大企業との実績も多数

◆大手企業には協業パートナー提携等、弊社AI拡販にご協力いただいております。

◆小規模店舗から大手向けまで、様々な競争環境の下で、サービス・プロダクト
を成長させてきました。

© 2021 ROX INC. 20＊上記はロゴの一部のお客様・パートナーのみ掲載

ユーザー・パートナー企業様の一例

Confidential
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ROXができること（受託開発案件）

© 2021 ROX INC. 21

＞需要を予測したい ＞異常を検知したい ＞機会損失を削減したい ＞業務を効率化したい

＞価格や人件費を最適化したい ＞在庫を最適化したい ＞最適な家賃を自動計算したい

＞文字を自動で分析したい ＞文字から何か（購買可能性、離職率等）を予測したい

＞イベント・広告の効果を知りたい ＞購入者を予測したい ＞ユーザーとの結びつきを強くしたい

＞ビッグデータを分析したい ＞IoTで蓄積されたデータを活用したい ＞DX化を推進したい

＞データ分析を手間なくやりたい ＞データ分析出来る人材を育てたい ＞スポーツの勝敗を予想したい

様々なテーマ・ビジネス・課題に対応できます！

＞小売店 ＞アミューズメント施設 ＞劇場 ＞飲食店 ＞通信販売 ＞製造業 ＞宣伝広告

＞物流業 ＞IT ＞人材 ＞医療 ＞スポーツ ＞学校・学習塾 ＞自治体 etc.

テーマ

産業

Confidential



Confidential

22

✓ 予測しづらい需要が多く波動が読めないため、業務効率が悪く困っている。

✓ 商品数・店舗数が多く、最適な需要予測を行うのに手間が掛かり過ぎる。

✓ 他社サービス含め需要予測は検討してきたが、どうにも使いこなせなかった。

✓ 他社製品・サービスとの差別化ポイントをつくりたい。

✓ 自社提供サービスのソリューションのひとつとして需要予測を加えたい。

✓ データ活用のための社内システムを構築したいが、人材もノウハウも乏しい。

© 2021 ROX INC.
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受託開発の活用シーン
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✓ 受託開発案件の実務の進め方は以下の 4 STEP

✓ 伴走型でエンジニアリングしていきます。
✓ データ取得でお悩みの場合もお気軽にご相談ください。

© 2021 ROX INC.

Confidential

受託開発案件の実務の流れ
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2003年 株式会社アジアネットワークス 設立

2014年 株式会社BSMO、株式会社DAFU 設立

2016年 株式会社ANW 設立

2017年 合同会社エイショウ工学 設立 BSMO社にてD2C事業を本格的に開始。

2018年 ANW社にてヘアメイクアップの中野明海さんとのコラボレーションした「OvE」を発売。BSMO社が全面
プロモーションを担当。

2019年 カラーコンタクトレンズとしては初のGood Design賞を受賞。

2020年4月 株式会社リサ・パートナーズを引受先とした三者割当増資により、数十億円規模の資金調達。

2020年11月 株式会社ROXがグループ加入

190ヵ国、822,161,584リーチの配信実績！
会社名 株式会社BSMO

代表 清水 正

創業 2008年9月

資本金 1億円

所在地 東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー14階

事業内容 ・SNSを利用したグロースハック事業 ・イーコマース事業 ・ITソリューション事業

BSMOグループ概要

© 2021 BSMO CO.,LTD 24

BＳＭＯグループ 沿革
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2020.11 経済産業省（関東局）主催 “ウィズコロナ 時代のデジタル化”セミナー登壇

2020.9 気象庁主宰”気象ビジネス推進コンソーシアム”にて登壇

2020.6
神戸市主催“Stop Covid19 x Tech”参加ベンチャー企業認定（JA兵庫六甲に
て当社AI導入）

2019.11 川崎市ものづくりブランド認定

2019.6 ディップ株式会社主催のAIアクセラレーターに採択

2018.10 総務省主催 異能ベーション ジェネレーションアワード特別賞受賞

2018.9 神奈川県主催 かながわスタートアップアクセラレーションプログラムに採択

2017.11 総務省主催 異能ベーション ジェネレーションアワード特別賞受賞

2017.9 観光予報プラットフォーム活用コンテスト大賞＆事業部門賞のダブル受賞

2017.6
弊社がビッグデータ解析を手がける事業が、経済産業省からの事業認定取得
（新連携）

2016.8 国際学会論文発表（Human Computer Interaction 2016 in Toronto）

2015.9 日本IBMによるベンチャー支援プログラムBlue Hubに採択

特許出願4件

受賞・実績など

© 2021 ROX INC. 25
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ビジネスモデル
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ROXのビジネスにおける4つのポイント

© 2021 ROX INC.

営業面
・プル型の営業
・AIアプリによるドアノック
・官公庁、自治体、自治体外郭団体

とのつながり
・ヒアリングの重視、顧客起点の対応

技術面
・自前の技術開発
・技術エンジニアリング
・受託開発によるニーズ、技術の

キャッチアップ
・伴走型のサービス開発

経営面
・時代の追い風に乗る。
・サブスクアプリによるストック収益
・受託開発によるスポット収益

グループシナジー
・強靭なグループ基盤
・グループリソース活用のプッシュ

型事業展開
・協業パートナーの豊富さ
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ROXの得意分野
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予め準備したある商品を、店舗で販売している店舗店長

をペルソナ・ターゲットとしたサービス提供

従業員20～30人程度、来客200～1000人/日 程度の規模

従業員1000人を超えるような会社、大企業とも取引拡大中

パン屋・お菓子屋・スーパー・テイクアウト・弁当・飲食店

物流、レジシステム・POSシステム会社、とも取引拡大中

© 2021 ROX INC.
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AIアプリケーションの導入実績

28
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導入都道府県・導入業態・継続率

© 2021 ROX INC.
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ビジネスモデルイメージ
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営業面の特徴

© 2021 ROX INC.

プル型の営業スタイルが基本スタイル

• 飛び込み営業は基本的にしない。（親会社ではテレアポチームで営業）

• HPからの直接問合せと紹介がメイン

• SEO対策はターゲットのキーワード、クエリを意識して、絞って実施

• 官公庁、自治体、自治体の外郭団体のサポート（補助金活用も積極的に）

• 取引先からのご紹介も最近は増加
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ビジネスモデルイメージ
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営業面の特徴

© 2021 ROX INC.

AIアプリによるドアノックと受託開発で事業成長

• アプリでまず味見してもらって、

刺さる顧客には個別に受託開発を提供

• 売上高は圧倒的に受託開発案件

• BSMOグループに加入し体質強靭化

• 現在は法人契約数も意識、AIアプリと受託の両輪

• 新規サービス・プロダクトのリリースで更なる成長

• リリース予定

ダイナミックプライシング、画像診断アプリ、等々
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ビジネスモデルイメージ
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技術面（開発力とエンジニアリング力に強み）

© 2021 ROX INC.

AIは自社開発

• データサイエンスからアルゴリズム開発、アプリ化・
システム化まで基本的に全部自社で対応可能。

• 「形にする」「具現化する」に長けている。

エンジニアリング力に強み

• 「顧客のやりたいこと」「自社のできること」の整理

• 性能・品質、コスト、要期、使い勝手（QCD+X）

費用対効果の最適化を意識して交通整理

• 伴走型の課題解決スタイル

• 技術をいかに付加価値に結びつけるか



Confidential

ビジネスモデルイメージ
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経営面（時代の追い風に乗る）

© 2021 ROX INC.

個人の努力はたかが知れている

• 世の中で今注目を集めるモノや
コトをビジネスにするほうが、
ビジネスとして成立しやすい。

• AIやDXはまさに追い風が吹いて
いる。

2021/01/12時点でのGoogleTrend検索ワード順位
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ビジネスモデルイメージ
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経営面（ストック収益とスポット収益）

© 2021 ROX INC.

キャッシュ獲得のための契約数の推移
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実務へのAI活用のポイント
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ターゲット
選定

費用捻出

データの
入手・統制・

アノテーション

AI導入の
バリア

人材採用

Confidential

© 2021 ROX INC.
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実務へのAI活用のポイント
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AI活用における4つのポイント

© 2021 ROX INC.

手軽さ
・手軽に使えることを前面に押し出す
・簡単でわかりやすくする
・とにかく使いやすくする

とにかくまずやってみる
・身近なデータを使って、データの概

要分析やPoCだけでもやってみる
・人の手間を低減するような取り組み

から始めてみる

エンジニアリング
（技術翻訳、交通整理を丁寧に）
・コスト、納期、性能、品質、使い勝

手のコントロール
・自社と顧客との技術翻訳、交通整理

を円滑に

伴走型で進める
・ヒアリングを重視し、ニーズのみを

具現化すること
・顧客の納得感の醸成、一人歩きがな

いように
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実務へのAI活用のポイント①

37
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手軽であること

© 2021 ROX INC.

手軽に使えることを前面に押し出すことが重要

• タイムパフォーマンスを重視する現代社会

• 店舗店長はじめ実務者は皆さんお忙しい

• 簡単でわかりやすく、とにかく使いやすくしないと離脱を招く

• 結局のところ使ってもらえないと、ナレッジもデータも溜まらない
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実務へのAI活用のポイント②
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とにかくまずやってみる

© 2021 ROX INC.

身近なデータを使ってまず何かやってみる

• データの可視化や概要分析、PoCだけでもやってみる。

• AI活用のとっかかりとして、

現状、人の手間がかかっている作業をAI化

人ではとても大変過ぎて対応できない作業をAI化

することを考えてみる。

例えば、

・めんどうな在庫管理

・数百種類の商品の需要予測

・需給に応じた動的な価格変動 等々

この作業自動化でき
ないかな？
もっと楽にできない
かな？
AIでできないかな？
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実務へのAI活用のポイント③

39

Confidential

エンジニアリング

© 2021 ROX INC.

エンジニアリング ＝ 技術翻訳と交通整理

• 自社と顧客との技術翻訳、交通整理を円滑に丁寧に

• 「顧客のやりたいこと」と「自社ができること」をうまく技術で結合

• 性能・品質、コスト、要期、使い勝手、QCD+Xの適切なコントロール

• その上で的確なシステム要件の定義、仕様の定義を行う。

• PJ推進の推進力（エンジン）⇒「エンジニアリング」
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実務へのAI活用のポイント④
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伴走型で進めること

© 2021 ROX INC.

伴走型で進めることが、ビジネス推進のキー

• システムの切り売りだけでは成長が難しくなってきた。

• 顧客へのヒアリングを重視

• ニーズのみを具現化すること。必要でないものには費
用と時間をかけない。

• 顧客の納得感の醸成、一人歩きがないように。

• 弊社に寄せられるクレームの半数が、

「なぜAIはこのような数値を出しているのか？」

• 納得感が得られないと離脱につながる。
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実務へのAI活用のポイント（その他）

• 得意分野にまずは絞り、そこから広げる。

• N=1の声を重視する。

• ごく少数の熱狂的なファンをつくり、その熱狂的なニーズに応える。

• できることなら競争相手がいないフィールドでビジネス展開

• ただし、レッドオーシャンでもビジネスになる可能性はある。

• 時代の追い風に乗る。個人の努力はたかが知れている。

41
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ターゲット選定

© 2021 ROX INC.
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実務へのAI活用のポイント（その他）
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AI導入のバリアとなる要因

© 2021 ROX INC.

手軽でない
・手軽に使えない
・難しく分かりにくい
・使いやすくない

計画や検証ばかり考えている
・計画案、精度検証ばかり考えている
・やり方にこだわる
・いきなりたくさんの不整地なデータ

を集めることを考える

エンジニアリングが入っていない
・不整地データからはゴミしか出ない
・過剰品質、過剰性能、過剰コスト
・顧客ニーズに本質的に合致した、

本当に顧客が求めている物になって
いない

伴走型でない
・小難しい技術ありき
・難しい変数やアルゴリズムありき
・納得感が得にくい
・AIだけが一人歩き状態
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実務へのAI活用のポイント（その他）

43

Confidential

PoCでストップしてしまう

© 2021 ROX INC.

PoCでストップしてしまう要因（弊社の経験上）

• 他に優先すべき経営課題がある

• 検証ばかりで次のステップにさっぱり進まない

• 費用対効果が他の経営課題と比して相対的に低い

• 実用性のない or 薄い概念検証となってしまっている

→ 再度PoCサイクルの実施、そもそもの要件の見直し

• 費用捻出の問題

• 補助金活用

• 費用対効果の徹底的な訴求
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実務へのAI活用のポイント（その他）
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費用捻出

© 2021 ROX INC.

ROXでは積極的に補助金を活用しています。

国の補助金例（詳細は各補助金の案内ページをご参照願います）

• 中小企業等事業再構築促進事業

• 地域未来デジタル・人材投資促進事業

• IT導入補助金2021（ROX/BSMO ベンダー・ツール登録済）

• ものづくり補助金

• 小規模事業者持続化補助金＜一般型＞

• 戦略的基盤技術高度化・連携支援事業 ～戦略的基盤技術高度化支援事業～

各自治体でも補助金を公募しており、国のものと比べ比較的競争倍率が低いの
でおすすめ
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実務へのAI活用のポイント（その他）
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人材採用

© 2021 ROX INC.

• あらゆるチャネルを活用して採用活動をしているが苦戦中

• 色々試したが、ROXの働き方に共鳴してもらえる方に来てもらうためには、
自社HPの採用ページの充実がROXにとって最も重要だと認識

• 技術系人材の採用の容易さを意識して、自社サービスはAWSで構築が多い
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AI技術の活用事例ご紹介
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受託開発

ビッグデータ
分析

ソリューション
提供

需要予測
AIプリ

概念検証

Confidential

© 2021 ROX INC.
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AI技術の活用事例のご紹介

• 開発概要

• 費用期間

• 開発経緯、モチベーション

• アノテーション

• 苦労談

48
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以下の観点で事例をご紹介いたします。

© 2021 ROX INC.



Confidential

AI技術の活用事例①
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需要予測AIアプリをそのまま利用
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AI技術の活用事例①
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需要予測AIアプリをそのまま利用
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AI技術の活用事例①
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需要予測AIアプリをそのまま利用
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AI技術の活用事例①
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需要予測AIアプリをそのまま利用
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AI技術の活用事例①
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需要予測AIアプリをそのまま利用

© 2021 ROX INC.



Confidential

AI技術の活用事例①
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需要予測AIアプリをそのまま利用
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AI技術の活用事例①
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需要予測AIアプリをそのまま利用
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AI技術の活用事例①
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需要予測AIアプリをそのまま利用
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AI技術の活用事例①
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需要予測AIアプリをそのまま利用
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AI技術の活用事例①
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需要予測AIアプリをそのまま利用

© 2021 ROX INC.

項目 内容

開発費用
開発期間

初期開発費で数百万円前後
2年でひとまずのプロトタイプ完成、以降日々アップデート

開発経緯
モチベーション

問題：
・需要予測はベテランでも難しい
・人の手間がかかる
・AIによる需要予測に興味はあったが高価で全く手が出ない
課題：
・データに基づいて誰でも手軽に需要予測が行えるようにしたい
・街のパン屋でも手軽に使えるサービスがほしい
課題解決：
・AIによるデータ、数理統計に基づいた需要予測アプリの開発

データの意味付け
アノテーション

・とにかくデータサイエンスを駆使。
・ビッグデータ分析で把握、可視化、探索
・特徴量エンジニアリング
・ユーザーにデータを示して徹底的に実務ヒアリング
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AI技術の活用事例①
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需要予測AIアプリをそのまま利用

© 2021 ROX INC.

項目 内容

運用・保守 日々アップデート。1年前と今のものは別物。

開発に際し、
苦労した点

営業面
アジャイル型の開発スタイルでスタート。現在も同じ。
当初は、ユーザーの確保とユーザーからの意見をくみ取ることに
苦心。ビジネスコンペ等の賞レースへの出場で露出や知名度を増
やし、自治体からのサポートも受けつつ、仲間を増やして、
ちょっとずつユーザーのニーズを形にしてきた。

ユーザーへの説明
ユーザーによってカレンダー変数や売上変数の影響は様々。
予測精度の低いユーザーへの説明（納得感の付与）はいつも苦心

今後の展開
・ユーザービリティの向上、等々
・フリーミアムでのサービス提供
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AI技術の活用事例②

60

Confidential

需要予測AIアプリを一部カスタマイズして活用

© 2021 ROX INC.

開発概要
・来店客数予測AI-Hawk-に「予測補助データ」入力機能を追加開発
・ユーザー毎に異なる予測精度に影響を及ぼす因子を反映可能
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AI技術の活用事例②
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カスタマイズ機能の一例 カスタマイズの内容

データ入力方法
スプレッドシートの連携
csvアップロード形式への対応

予測期間の設定 過去日の予測、未来日の予測、いずれも柔軟に対応

任意住所の設定
天気データ取得のための住所設定は、ユーザー任意の住
所入力に対応

予測補助データの追加
ユーザー側で予測補助データをアップロードし、予測計
算に反映できる

混雑予想カレンダー
の調整

表示期間や出力設定は柔軟に対応

ユーザーインターフェース 静的な表示は柔軟に対応。動的な表示は別途の対応

需要予測AIアプリを一部カスタマイズして活用
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AI技術の活用事例③
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需要予測AIアプリをユーザー様専用システムにカスタマイズ

© 2021 ROX INC.

開発概要

・お菓子屋チェーン向けに、POSシステム会社とPOS連携を行って、
品目別販売数予測システムを開発。

・POSデータを毎日AWSにアップロードし、数十店舗×数百～数千の
アイテムを毎日予測。
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AI技術の活用事例③
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需要予測AIアプリをユーザー様専用システムにカスタマイズ

POSシステム画面への
予測計算結果の出力
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AI技術の活用事例③
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需要予測AIアプリをユーザー様専用システムにカスタマイズ

項目 内容

開発費用
開発期間

初期開発費で数百万円前後、ランニングで数十万/月
1～2年

開発経緯
モチベーション

問題：
・店舗店長それぞれで異なる運営方針が経営者まで見えてこない。
・店舗運営の妥当性が見えてこない。
課題：
・需要予測を効率化、見える化すること
・需給のギャップや機会損失を見える化すること
課題解決：
・AIによる多品目同時予測のシステム化
・POS連携による高効率化

データの意味付け
アノテーション

・とにかくデータサイエンスを駆使。
・ビッグデータ分析で把握、可視化、探索
・特徴量エンジニアリング
・ユーザーにデータを示して徹底的に実務ヒアリング
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AI技術の活用事例③
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需要予測AIアプリをユーザー様専用システムにカスタマイズ

項目 内容

運用・保守 一部サービスの相性による不具合等発生、現在は解決

開発に際し、
苦労した点

PoC（概念検証）に留まってしまうものもあった
機会損失の見える化、需給ギャップの把握はPoCどまり。
理由として、対処すべき経営課題の優先順位の問題
ただし、PoCでもキャッシュは得られるし、ノウハウは蓄積する
ので技術キャッチアップの意味でも有益。
ROXとしてはむしろPoCまでやってもらえればある意味成功

店舗のヒアリング、データ化には苦労
機会損失のデータは手書きの伝票のみ。データ起こし要。
営業対面が店舗実務者ではなかったので、リアルな状況のヒアリ
ングには四苦八苦。

今後の展開 ・季節商品の予測精度向上を技術検討中
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AI技術の活用事例④
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イベント集客効果の分析

開発概要

・産地直送のスーパー向けに、イベント集客効果の分析を実施
・イベントごとでチラシ等に使用しているキーワードごとの集客力、
時系列の来客数実績等を分析し、どのキーワードをどの頻度で使用す
るとどのような集客力が生じ得るのかを詳細に分析。
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AI技術の活用事例④
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イベント集客効果の分析

開発概要

・産地直送のスーパー向けに、イベント集客効果の分析を実施
・イベントごとでチラシ等に使用しているキーワードごとの集客力、
時系列の来客数実績等を分析し、どのキーワードをどの頻度で使用す
るとどのような集客力が生じ得るのかを詳細に分析。
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イベント集客効果の分析

項目 内容

開発費用
開発期間

数十万～百万円前後
～3カ月程度

開発経緯
モチベーション

問題：
・イベント集客効果の定量的な検証が難しい
・費用捻出が難しい
課題：
・イベント集客効果を見える化すること
・費用負担少なくスモ－ルスタートできるようにすること
課題解決：
・数理統計モデルによる、ある施策実施時の推定来客数等を測定
・標準のAIアプリの活用

データの意味付け
アノテーション

・とにかくデータサイエンスを駆使。
・ビッグデータ分析で把握、可視化、探索
・特徴量エンジニアリング
・ユーザーにデータを示して徹底的に実務ヒアリング
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AI技術の活用事例④
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イベント集客効果の分析

項目 内容

運用・保守 需要予測AIに付帯したソリューションのひとつとして提供

開発に際し、
苦労した点

PoC（概念検証）に留まってしまうものも
機会損失の見える化、需給ギャップの把握はPoCどまり。
理由として、費用対効果の問題あり。
ただし、PoCでもキャッシュは得られるし、ノウハウは蓄積する
ので技術キャッチアップの意味でも有益。
ROXとしてはむしろPoCまでやってもらえればある意味成功

今後の展開
様々な施策の効果予測モデルの構築
補助金を獲得し、開発推進
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AI技術の活用事例⑤
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混雑予想カレンダーの導入効果分析

開発概要
・産地直送のスーパー向けに、混雑予想カレンダーを導入
・混雑予想カレンダーの導入により、どのような混雑緩和効果があっ
たのかを、数理統計モデルを使って定量的に分析する。
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AI技術の活用事例⑤
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混雑予想カレンダーの導入効果分析

開発概要
・産地直送のスーパー向けに、混雑予想カレンダーを導入
・混雑予想カレンダーの導入により、どのような混雑緩和効果があっ
たのかを、数理統計モデルを使って定量的に分析する。
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AI技術の活用事例⑤
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混雑予想カレンダーの導入効果分析

開発概要
・産地直送のスーパー向けに、混雑予想カレンダーを導入
・混雑予想カレンダーの導入により、どのような混雑緩和効果があっ
たのかを、数理統計モデルを使って定量的に分析する。
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AI技術の活用事例⑤
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混雑予想カレンダーの導入効果分析

開発概要
・産地直送のスーパー向けに、混雑予想カレンダーを導入
・混雑予想カレンダーの導入により、どのような混雑緩和効果があっ
たのかを、数理統計モデルを使って定量的に分析する。
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AI技術の活用事例⑤
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項目 内容

開発費用
開発期間

数十万～百万円前後
～3カ月程度

開発経緯
モチベーション

問題：
・ある施策効果の定量的な検証が難しい
・費用捻出が難しい
課題：
・ある施策効果を見える化すること
・費用負担少なくスモ－ルスタートできるようにすること
課題解決：
・数理統計モデルによる、ある施策実施時の推定来客数等を測定
・標準のAIアプリの活用

データの意味付け
アノテーション

・とにかくデータサイエンスを駆使。
・ビッグデータ分析で把握、可視化、探索
・特徴量エンジニアリング
・ユーザーにデータを示して徹底的に実務ヒアリング

混雑予想カレンダーの導入効果分析
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AI技術の活用事例⑤

75

Confidential

© 2021 ROX INC.

項目 内容

運用・保守 需要予測AIに付帯したソリューションのひとつとして提供

開発に際し、
苦労した点

PoC（概念検証）に留まってしまうものも
機会損失の見える化、需給ギャップの把握はPoCどまり。
理由として、費用対効果の問題あり。
ただし、PoCでもキャッシュは得られるし、ノウハウは蓄積する
ので技術キャッチアップの意味でも有益。
ROXとしてはむしろPoCまでやってもらえればある意味成功

今後の展開
様々な施策の効果予測モデルの構築
補助金を獲得し、開発推進

混雑予想カレンダーの導入効果分析
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開発費概算・開発期間・効果実績

顧客
開発
内容

開発
費用概算*1

開発
期間

効果実績
費用対効果概算

（実績ではなく弊社概算値です）

物流向け
A社様

需要予測
システム

約4,000千円 約2年
スタッフの平均月間勤務時間が、

278→264時間へと
14時間削減*2

1時間あたり残業代×14時間/月
残業代2.5千円/時間、社員数10人と
すると、2.5千円×14時間/月×10人

=350千円/人月のコストダウン

製造小売り
B社様

需要予測
システム

約1,000千円 約4カ月
前年同月比で廃棄22%削減

機会損失削減により、
前年同月比で売上6%アップ

平均客単価500円/人×200人/日
1日の売上額100千円

1日の廃棄率10%*3のうち、10%を
AI予測で削減できたとすると、
100千円/日×10%×10%×30日

=30千円/月のコストダウン

製造小売り
C社様

需要予測
システム

約5,000千円 約1年半
POS連携による数十店舗×数百
～数千種類商品の販売数予測自

動化により、人件費削減

AIによる需要予測で1日30分の人件
費削減とし、時給換算の人件費を

2.5千円、店舗数を50店舗とすると、
0.5時間×2.5千円×30日×店舗数50

=1,875千円/月のコストダウン

小売りスーパー
D社様

需要予測
システム

約1,000千円 約5カ月
客数予測値を混雑予想値として
店舗やSNSメッセージに掲示
前年同月比で7%の混雑緩和*2

人による混雑緩和対応をAI化した
とみなし、1日30分の人件費削減、
時給換算人件費2.5千円とすると、

0.5時間×2.5千円×30日
=38千円/月のコストダウン
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※1：各種サービスの月額費用は除き、初期開発費のみを小計。
※2：弊社で開発した需要予測AIの効果のみではなく、ユーザー様で実施された様々な施策も含めた効果です。
※3：製造小売業様への弊社ヒアリング調査結果に依ります。
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まとめ
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ROXの
ビジネス概況

本日のまとめ

AI活用事例
ご紹介

実務への
AI活用のポイント

おまけ

Confidential
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実務へのAI活用のポイント（再掲）

79
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AI活用における4つのポイント

© 2021 ROX INC.

手軽さ
・手軽に使えることを前面に押し出す
・簡単でわかりやすくする
・とにかく使いやすくする

とにかくまず何かやってみる
・身近なデータを使って、データの概

要分析やPoCだけでもやってみる
・人の手間を低減するような取り組み

から始めてみる

エンジニアリング
（技術翻訳、交通整理を丁寧に）
・コスト、納期、性能、品質、使い勝

手のコントロール
・自社と顧客との技術翻訳、交通整理

を円滑に

伴走型で進める
・ヒアリングを重視し、ニーズのみを

具現化すること
・顧客の納得感の醸成、一人歩きがな

いように
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• これまでを振り返ると、AIを手軽に利用できるようにしたことで成長できた。

• 手軽に利用できる形にして、とにかく使ってもらう。

• データの概要分析、PoCだけでもいいから、とにかくやってみる。

• （当然ですが、）いきなり数百万の捻出には難色を示す方が多い。

• まず「味見」してもらう。味見を手軽にできるように。

• では何をやるか？ 人が手間だと思うものをAI化してみる。

• ヒアリングしていくうちにニーズや問題・課題がみえてくる。

• それをどうユーザーの実務にマッチする形で納得感を持って落とし込めるか。

• 上記踏まえ、QCD+Xを適切にエンジニアリングし、伴走型で対応していく。

80
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実務へのAI活用のポイント（まとめ）
本日お伝えしたかったこと
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© 2021 ROX INC.

実務へのAI活用のポイント（おまけ）
新規リリースのサービス・プロダクト・アプリ

新サービス①

画像診断系アプリ
（目元の診断アプリ）

リリース準備中
（今月末～来月を予定）

新サービス②

ダイナミック
プライシング

開発中
※来月プロトタイプ

をリリース予定
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まずは「味見」してみませんか？？

ご清聴ありがとうございました。

82
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実務へのAI活用のポイント（まとめ）
本日お伝えしたかったこと
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免責事項

© 2021 ROX INC. 83

本サービスは、予測結果を保証するものではありません。

当社は、本サービスに関連して生じた契約者及び第三者の結果的損害、

付随的損害、逸失利益等の間接損害について、それらの予見または

予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。
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有難う御座いました！

© 2021 ROX INC. 84



予測AI開発に特化した先端技術ベンチャー

© 2020 ROX INC. 85

2 0 2 0 / 1 1 ROX . I N C

AI受託開発の
ご紹介

株式会社ROX
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case1 パン屋・生菓子屋の販売数予測

パン、生菓子は、製造に時間がかかる
上に日持ちがしないので、「廃棄ロ
ス」の課題があった

過去データを中心に、天気データも用
いて、全店舗の全商品を毎日予測計算
するAIシステムを開発

昨年同月比で廃棄ロスが月平均22%削
減（ ３ヶ月間の追跡調査で）

300万円～ / ３ヶ月以上

© 2020 ROX INC. 86

顧客の課題

開発内容

効果

費用 / 期間

売上などの過
去データ

天気データ等
ビッグデータ

予測
廃棄ロスの

削減

（A）受注案件
（B）社内研究案件
（C）未実施だが技術的に

十分実施可能な案件
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case2 通信販売の販売数予測
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通信販売会社では、顧客からの注文を受
ける電話受付の人数配置（シフト決め）
が課題。ベテランスタッフの勘と経験に
頼っていた

過去データと広告や商品の傾向から、日
ごとに電話件数を予測するAIアルゴリズ
ムを独自に開発

ベテランスタッフと同精度の予測を実現。
業務引き継ぎが可能となり、新人でも担
当可能に

500万円～ / 5ヶ月以上

顧客の課題

開発内容

効果

費用 / 期間

  

過去のDM

新たなDMにより商品が
どれだけ売れるかを予測

新たなDM

過去データ・広告・商品の
傾向を学習

電話受付の
人数

商品販売数の予測に基づいて、

最適な電話受付の人
数を予測

（A）受注案件
（B）社内研究案件
（C）未実施だが技術的に

十分実施可能な案件
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case3 物流業の貨物数予測
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運送会社では、トラックの配車の業務が
属人化し過ぎていたため、業務効率化が
課題

過去データと向け地や商品の傾向、また
シーズンの傾向を分析 物流企業独自の
AIアルゴリズムを開発

配車の作業が効率化！作業時間の削減に
より、残業時間が低減（スタッフの平均
月間勤務時間が、278→264時間へと14時
間削減！）

300万円～ / 3ヶ月以上

顧客の課題

開発内容

効果

費用 / 期間

気象データ
人流データ
商圏データ

イベントデー
タ

過去の
物流データ

クライアント
毎

向け地毎

外部データ

クライアント
データ

需要予測
アルゴリズム

最適なトラック
の台数を予測

（A）受注案件
（B）社内研究案件
（C）未実施だが技術的に

十分実施可能な案件
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case4 スーパーマーケットの混雑予想

© 2020 ROX INC. 89

コロナ禍において、生活必需品を扱う
スーパーマーケットでは、混雑の解消が
課題

客数予測の技術をベースに、カレンダー
形式での可視化を自動で出来るよう開発

このようなコロナ対策の取り組みを社内
で出来る人材がいなかったので、クライ
アントがやりたかったことを実現できた

SNSや店舗掲示でこの混雑予想カレン
ダーを拡散した結果、混雑ピーク人数は
昨年対比で減少

300万円～ / 3ヶ月以上

顧客の課題

開発内容

効果

費用 / 期間

AI

過去データ

天気データ

（A）受注案件
（B）社内研究案件
（C）未実施だが技術的に

十分実施可能な案件
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case5 イベント集客効果の分析
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イベントキーワードの集客効果の定量的判定

あるスーパーマーケットでは、多い日は１日で
６つイベントを実施しており、運営側はイベン
ト疲れが顕著。また、コロナ禍において集客数
のコントロールが課題であり、各種イベントの
定量的な効果を把握する必要あり

数年分のイベントデータ及びPOSデータを解析。
イベントが無いと仮定した場合の集客モデルを
開発し、その差分から各イベントの集客効果を
定量的測定。イベントのタイプはイベント名称
をテキストマイニングすることによって分類。

あるキーワードを含むイベントは集客効果が低
いと判明。また１日のイベント回数と客数は関
係性が無いと判明。

300万円～ / 3ヶ月以上

顧客の課題

開発内容

効果

費用 / 期間

集客モデルの開発

（A）受注案件
（B）社内研究案件
（C）未実施だが技術的に

十分実施可能な案件
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case6 ビッグデータ自動解析
（テキストマイニング）人材系企業向け

© 2020 ROX INC. 91

[派遣]時給1,000円～1,500円 交通費：一部支給 ◆交通費：別途一部支
給※当社規定による※◆時給900円～1,500円!!(※お仕事による) ◆日
給7,600～10,000円以上も可！ ◆昇給あり ◆支払い方法：月払い・日
払い ★ 給与は、嬉しい日払いOK ★

＼激短1日×人気の登録制バイト／ 空いている日に、 好きなお仕事を
選べる♪ 【▼イチオシのお仕事▼】 ◇お中元の仕分・のし貼り(東
灘・尼崎) 900円～1100円 ◇グランピング(BBQ)のお手伝い 時給1100
円 お客様の案内、BBQのセット・片付け 送迎も明石と三ノ宮から出
てるから楽々♪ リゾート施設へ行けて楽しいですよ★※高校生もOK
！ ◇プリンのラベル貼り (東灘) ～時給1500円 ◇人気雑貨の仕分 (中
央区) 時給900円 ◇アパレル用品の値付け(東灘区)(西宮) ◇おもちゃの
梱包 (尼崎) ※歩いてすぐの現場や、 車・バイク通勤ＯＫ♪の現場もあ
り！※ご希望の勤務地・お仕事お伺いします♪

[ア・パ]時給1,100円～1,250円 交通費：一部支給※深夜時給1250円

全ての文字を
AIが分類

雑多な求人データ

必要情報を
的確に抽出

✓ 時給:1200円
✓ 勤務地：渋谷区xx

✓ 雇用形態：パート

毎日、数十万件出される求人情報は、絵文
字や余計な文章（ノイズ）も多く、従来の
処理ではデータ抽出ができなかった

自然言語処理により、求人データに最適な
アルゴリズムを開発して、本当に必要な時
給や職種、雇用形態などを自動抽出できる
システムを開発。

ノイズが少ない給与情報がシンプルな記載
ケースならば、抽出精度99.9%の正確さで、
必要な情報の抽出に成功。

700万円～ / 8ヶ月以上

顧客の課題

開発内容

効果

費用 / 期間
抽出精度
99.9%！*

＊給与情報が一種類
（シンプルな）の記載の場合

AI

（A）受注案件
（B）社内研究案件
（C）未実施だが技術的に

十分実施可能な案件
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case7 スポーツ勝敗予想
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過去の勝敗データを
ビッグデータ解析

エンターテイメント目的。スポーツの
勝敗予想などは、AIの効果を示すのに、
一般の方々の注目を集めやすい

過去の勝敗データから、勝敗や優勝に
最も効果がある因子（データ）をビッ
グデータ解析により導き出す

この研究の実施年度のプロ野球優勝
チームが、予測と一致

300万円～ / 3ヶ月以上

（サービスとしてご提供するなら）

顧客の課題

開発内容

効果

費用 / 期間

（自社研究）

AI

今シーズンの
優勝は

巨人で
しょう

（A）受注案件
（B）社内研究案件
（C）未実施だが技術的に

十分実施可能な案件
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case8 最適な家賃の自動計算
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大量の家賃のデータを収集

ターゲット

家賃

築年数

階層

面積

駅まで
の徒歩
（分）

相場のデータから
最適な家賃価格を計算

家賃は、複雑な情報（立地、築年数
etc.）が絡み合って決まっており、素人
には相場がわかりにくい

特定地域における大量の家賃データか
ら、地域ごとの家賃計算アルゴリズム
（機械学習AI）を開発

現実の家賃と、AI計算による家賃を比
較し、現実の家賃がお得か損かが判別
可能

600万円～ / 5ヶ月以上（サービスとしてご提供する

なら）

顧客の課題

開発内容

効果

費用 / 期間

（講義用テーマ）

AI

（A）受注案件
（B）社内研究案件
（C）未実施だが技術的に

十分実施可能な案件
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case9 大統領就任演説の分析（テキストマイニング）
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頻出した言葉
人々/世代/世界/仕事
/自由/反映

頻出した言葉
国民/支配/夢/大統領
/成功/他国

キーワードの出現回数
✓ われわれ 60回
✓ 米国 13回

キーワードの出現回数
✓ われわれ 32回
✓ 米国 31回

オバマ大統領の就任演
説

トランプ大統領の就任演説

• オバマ氏は“われわれ”が多いことから、一体感を目
指したと考えられる。また米国民だけでなく“世界”
に向けたメッセージとも捉えられる。

• トランプ氏は“米国”や“国民”を強調。自国第一主義
的なメッセージが共感を呼び、“成功”の強調で（経
済的な）発展を目指すと伝えたと考えられる。

長文では言いたいことが伝わないこと
が多い。特に定性的なスピーチはその
典型。シンプルに単語の出現回数から、
スピーチする人の関心の対象をあぶり
出す

スピーチ内容をテキストマイニングし、
単語ごとの出現回数を評価

両者の性格が鮮明になった。バイデン
氏はどうなるか?

300万円～ / 3ヶ月以上（サービスとしてご提供する

なら）

顧客の課題

開発内容

効果

費用 / 期間

（講義用テーマ）

AI

（A）受注案件
（B）社内研究案件
（C）未実施だが技術的に

十分実施可能な案件
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中古車価格は、複雑な情報（年式、車
種、走行距離etc.）が絡み合って決まっ
ており、素人には相場がわかりにくい。

車種ごとの大量の中古車価格データか
ら、最適な中古車価格の計算アルゴリ
ズム（機械学習AI）を開発。

現実の中古車価格と、AI計算による中
古車価格を比較し、現実の中古車がお
得か損かが判別可能。

600万円～ / 5ヶ月以上

顧客の課題

開発内容

効果

費用 / 期間

case10 最適な中古車価格の自動計算

最適な
中古車
の値段

走行
距離

型式状態

事故
歴

年代

大量の中古車価格の
データからAIが学習

この車の
相場予測値が表示
わかりやすい！

（A）受注案件
（B）社内研究案件
（C）未実施だが技術的に

十分実施可能な案件
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case11 在庫最適化の自動計算

在庫の過多はキャッシュフローを圧迫し、
在庫の過少はビジネスチャンスを失うの
で、在庫最適化は重要課題。

ビジネスごとに、在庫にまつわるパラ
メーターを明確化。それらの関係性を明
らかにし、高精度な需要予測AIの計算と
組み合わせて、手間なく最適な在庫数を
計算。

人の手間の削減は勿論のこと、適正な在
庫数の把握により、キャッシュフローの
最適化、ビジネスチャンスロスの減少に
より売り上げアップ。

900万円～ / 6ヶ月以上

顧客の課題

開発内容

効果

費用 / 期間

（A）受注案件
（B）社内研究案件
（C）未実施だが技術的に

十分実施可能な案件
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文字で書かれたアンケートや、クチコミ
は、商品提供者にとて重要な情報を含ん
でいるものの、読む大変さ等から分析で
きていないことが多い。

クチコミやアンケートを自然言語処理。
キーワードの抽出や記載傾向から、KPIと
の関連性を分析し、可視化。予測やリコ
メンデーションのアルゴリズムを開発。

これまで埋もれたデータであったクチコ
ミとアンケートを活用することにより、
新たなマーケティングとなる。ひいては
売上アップに直結する。

500万円～ / 4ヶ月以上

顧客の課題

開発内容

効果

費用 / 期間

case12 クチコミ・アンケート分析

クチコミ・アンケートを 自然言語処理

（A）受注案件
（B）社内研究案件
（C）未実施だが技術的に

十分実施可能な案件
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case13 購入者の予測

ポイントカードなどから顧客IDとその
属性を入手できるが、有効活用に課題
がある。特に、顧客IDごとに効果的に
広告をしたい。

顧客IDごとの顧客属性と購入履歴を
ビッグデータ解析。グルーピングに
よって、類似顧客属性群の購買可能性
を計算し、期待値で表現。

顧客ごとの効果的な広告の配信。

800万円～ / 6ヶ月以上

顧客の課題

開発内容

効果

費用 / 期間

（A）受注案件
（B）社内研究案件
（C）未実施だが技術的に

十分実施可能な案件



Confidential

© 2020 ROX INC. 99

case14 電力の需要予測

発電所の運転は莫大な費用がかかる。
電力需要に合わせた発電所の運転で、
運転費用を最適化する。

天気や過去の実績、日付の周期性など
から、地域ごとに電力の需要を予測。

電力需要の可視化により、発電所の効
率的な運転、資材調達の最適化に繋が
る。

500万円～ / 4ヶ月以上

顧客の課題

開発内容

効果

費用 / 期間

       

      

    

     

    

    

    

        

       

    

    

       

         

✓ 電力需要の可視化
✓ 発電所の効率的な運転
✓ 資材調達の最適化

（A）受注案件
（B）社内研究案件
（C）未実施だが技術的に

十分実施可能な案件
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スマートウォッチなど、ウェアラブルデ
バイスの定着により取得データは増えた
が、その有効活用を出来ている事業者は
少ない。

ウェアラブルデバイスから取得できるバ
イタルデータ（心拍、脈拍、目線、脳波
等）を解析し、顧客ニーズに合致したア
ルゴリズムを開発。

バイタルデータの活用による新サービス
の開発。

1000万円～ / 8ヶ月以上

顧客の課題

開発内容

効果

費用 / 期間

case15 バイタルデータ解析
（ウェアラブルデバイス等の活用）

（A）受注案件
（B）社内研究案件
（C）未実施だが技術的に

十分実施可能な案件
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AI

case16 資材の需要予測

鉄鋼資材などは、商品数が莫大となり、
全商品の需要予測を人間が行うのは不
可能。よって一括しておおよその計算
による資材の調達となっていた。

過去の全資材の発注数から、パターン
を分析。資材ごとに最適な予測アルゴ
リズムを自動計算するAI構造を開発。

資材ごとに最適な需要予測計算が可能
に。それに伴う在庫数も最適化を実現。

800万円～ / 6ヶ月以上

顧客の課題

開発内容

効果

費用 / 期間

過去の資材の発注履歴

在庫最適化 未来予測

AIによる分析

（A）受注案件
（B）社内研究案件
（C）未実施だが技術的に

十分実施可能な案件
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case17 退職者の予測

退職率が高いと、顧客満足度の低下や新
規採用コストの増加など、経営の悪循環
に陥る。退職者を減らす施策が必須であ
る。

過去の個々人の属性情報や、日常の勤務
における勤怠情報などから、退職予測モ
デルを構築。現在の社員データを入れる
と、個人ごとに退職率を計算できる。

退職率が高い社員には個別フォローをす
る等、退職率の低下に役立つ。

600万円～ / 4ヶ月以上

顧客の課題

開発内容

効果

費用 / 期間

退職者モデルのイメージ

    

    

    

    

        

       

          

       

    

   

           

    

8  

            

（A）受注案件
（B）社内研究案件
（C）未実施だが技術的に

十分実施可能な案件
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case18 与信審査の自動化・高度化

一般的に、与信判断にはベテランスタッ
フによる経験に基づいた判断が必要であ
る。しかし、それによるベテランスタッ
フへの過度な業務依存や、与信審査の長
時間化の課題がある。

過去の各企業の情報（個人の与信の場合
は個人の属性情報）と取引実績に基づい
て、新規の申込に対する与信の判断モデ
ルを構築。

高度な与信審査でも自動で実施でき、そ
の場で瞬時に計算できる。

1000万円～ / 8ヶ月以上

顧客の課題

開発内容

効果

費用 / 期間

         

       

      

  

    

       

（A）受注案件
（B）社内研究案件
（C）未実施だが技術的に

十分実施可能な案件
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case19 SNSマーケティング効果の測定

SNSマーケティングの効果は周知となっ
ているが、定量的に運用できているユー
ザーは少ない。効率的なSNSマーケティ
ングの運用が課題となっている。

1) SNSマーケティングとKPI（売上）等
の相関性の分析や効果の可視化。

2) SNSマーケティングを実施しなかった
場合のシミュレーションとの比較による
効果分析。

SNSマーケティング効果の可視化による、
より一層の効果的運用。それによる売上
アップ。

500万円～ / 4ヶ月以上

顧客の課題

開発内容

効果

費用 / 期間

（A）受注案件
（B）社内研究案件
（C）未実施だが技術的に

十分実施可能な案件
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case20 異常検知（異物の混入・不良品の判断）

人間の目で見てチェックしていた作業
では、作業員の熟練度に依存し、時間
がかかる。また漏れが多い。

画像解析による判断が出来るように、
システムを構築。

人間の目では検知できなかった微細な
異常を検知可能になる。また、人件費
は削減でき、精度も向上する。

800万円～ / 6ヶ月以上

顧客の課題

開発内容

効果

費用 / 期間

AI

熟練技術者
による

目視チェッ
ク

画像認識に
よる自動
チェック

（A）受注案件
（B）社内研究案件
（C）未実施だが技術的に

十分実施可能な案件
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x月x日x時は、

8000円を推奨

case21 価格の最適化（ダイナミックプライシング）

繁忙期と閑散期の差が生じてしまうビジ
ネスにおいては、需要に応じて、価格の
変動を付けたい。しかし、最適な価格の
判断が難しく、また常に計算する業務の
負荷は大きい。

ビジネスごとに、目的に応じたダイナ
ミックプライシングのアルゴリズムを開
発。

需要に応じた最適な価格をつけることに
より、空室などの閑散期のリスクを低減。
ひいては、売上アップに繋がる。

800万円～ / 6ヶ月以上

顧客の課題

開発内容

効果

費用 / 期間

例 座席や空間を売るビジネス

スタッフの時間を売るビジネス

割引が常態化しているビジネス

AI

（A）受注案件
（B）社内研究案件
（C）未実施だが技術的に

十分実施可能な案件
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売上予測

case22 売上計画（月間・年間）の作成支援

ビジネスにおいて月間や年間の売上計画・事業
計画の作成は必要となる。しかし、多くの場合
は昨年の数値の踏襲であったり、過剰にスタッ
フの思い入れの入った（実現性の乏しい）計画
になることもあり、需要予測の計算に基づく等、
論理的な売上計画を立てることが出来ていない。
また、計画作成へのスタッフの業務負荷も大き
い。

過去のデータや需要予測AIの計算より、月間や
年間の売上計画の予測値を即座に作成。

スタッフの手間が大幅に削減。精緻な売上計画
により、経営層の判断がスムーズに。

400万円～ / 3ヶ月以上

顧客の課題

開発内容

効果

費用 / 期間
AI

• AIが高度に計画の数値を作成
• 去年の踏襲に偏ることなく、
直近のトレンドも加味して計算

（A）受注案件
（B）社内研究案件
（C）未実施だが技術的に

十分実施可能な案件


