
データから
施策が見つかる
データ分析ソフトウェア
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KI とは？
キーエンスは1974年の会社設立以来、FA（ファクトリー・

オートメーション）用センサをはじめとする高付加価値商

品を通じて、生産現場の「生産性・品質向上」に貢献して

参りました。自動車、半導体、電子・電気機器、通信、機械、

化学、薬品、食品など、製造業のあらゆる分野において25

万社以上のお客様にお取引いただいております。また、海

外においても1985年のアメリカ現地法人設立を皮切りに、

現在では46カ国230拠点で事業を展開しております。

キーエンスは、今まで世の中になかった価値を生み出し続

けること、「付加価値の創造」によって社会へ貢献するとい

う考えのもと事業活動に取り組んでいます。おかげさまで、

さまざまな業界のお客様に商品をご採用いただき、過去

25年間、平均10％を超える成長を遂げることができました。

データで科学的にとらえ、合理的な判断を

現在、企業では様々なデータを保有しています。例えば営

業やマーケティングの現場には、お客様のマスターデータ

や売上データに加え、ウェブサイトのアクセスログや過去

の販売施策のデータ、営業活動の記録など多くのデータ

があります。これらを企業のビジネス課題の解決や改善に

上手く使用できれば、より精度の高い意思決定や施策に

つながることが期待できます。一方で、データを有効に活用

し、具体的な施策やアクションにつなげられている企業は

多くありません。キーエンスでは従来から、企業活動をデータ

で科学的にとらえ、合理的な判断をおこなうことを心掛けて

きました。しかし、データの質や量が増えるにつれ、特にビ

ジネス部門においてデータを扱う難しさは増してきていま

す。ビジネス部門のユーザーが、データを用いてより良い施

策につなげていくにはどうすればよいか。社内での活用を

通じ、見えてきたのは、仮説を多く作り出し、ビジネス課題

との関係性を明示すること。そうすることによって、実際の

施策（打ち手）がデータから見つかるようになりました。

KIは、そんなキーエンス社内での活用経験を基につくられた、

ビジネスユーザーがプログラムなしでデータからビジネス

課題の因果を発見し、施策を見つけられるソフトウェアです。

不良率
低減

アプリ会員
行動分析

余剰在庫の
削減

製造 外食・レジャー 卸・中間流通

営業利益率

55.4%
過去25年間の平均成長率

10%超

データ活用 カスタマーサクセス プログラム

導入後は、データサイエンティストを含めた、キーエンスの経験豊富な専任チームが、
お客様のデータ分析・活用を徹底的にご支援致します。
ツールを提供するだけではなく、キーエンスが蓄積してきたノウハウをフル活用しながら、
「データ活用を通じて、生産性を向上させるプロセスを確立すること」を目指し、
お客様としっかり伴走させていただきます。

導入前準備 診断 分析・実践 振り返り支援

データ分析を進めていく準備をします。
・体制・役割の確定
・意識合わせの度合い
これらが成功の鍵を握るため、
体系的に、このプロセスをご支援します。

・お客様の状況
・データの状況
・抱えている課題
・取り組みたい分析テーマ
これらを詳細にヒアリングし、
最初に取り組む分析テーマを決めます。

「KIサクセスコンテンツ」も活用し、
操作を習得しながら、分析実施します。
診断にて決定した貴社テーマを
分析することを通じて、
実践的な進め方を学ぶことができます。

一定期間ごとに振り返りの
ミーティングを実施します。
分析についての質問や、
選んだ分析テーマを施策に落とし込む
方法などをご支援致します。

データを入れて、解決したいビジネス課題を選ぶと
有効な打ち手を見つけ出してくれるデータ分析ソフトウェアです。



お客様導入事例 幅広い業界・業種のお客様に、ご活用いただいています。

有効な施策を自動的に生成 施策の改善効果が実施前にわかる

効果の大きい順に
重要な切り口を提示

生成された切り口は、統計的な

観点から効果が順位付けされ、

優先順位が一目瞭然です。

施策の
改善効果を事前に
シミュレーション

施策を実行するとどの程度改善

するかが、シミュレーションでき

ます。効果があるかないかだけで

なく、効果の大きさを事前に数値

で把握できるので、どの打ち手を

打つと効率がよいか、何にどの程

度の予算をかければよいかを、

誰でも合理的に判断できます。

人では思いつくことが
困難な切り口を
無数に自動生成

機械学習を使って、膨大なデータ

から課題解決の切り口を無数に

自動で作り出すことができます。

主な業界別KI活用事例 幅広い業界で、さまざまな用途に、ご活用いただいています。

金融
・優良顧客の特徴分析
・営業ターゲット先抽出
・ローン利用率向上

小売
・クロスセル、アップセル 
・店舗の会員特性分析 
・ロイヤル顧客分析

人材
・離職率の低減
・継続派遣率の向上
・NPS向上

食品
・店舗ごとの売れ筋商品分析 
・自社/他社ブランド分析 
・キャンペーン商品購入者の特徴分析

製造
・不良率低減
・営業活動の効率化
・材料廃棄量の削減

法人サービス
・成約率の向上
・ターゲットリストの抽出
・稼働率の向上

官公庁
・相談対応工数の最小化
・特定税収の最大化
・サービスの利用率向上

通販
・F2 or F3転換分析 
・定期便継続率の向上
・DM送付におけるターゲティング

外食・レジャー
・アプリ会員行動分析
・顧客単価の向上
・クーポン施策分析

卸・中間流通
・POSデータ分析
・余剰在庫の削減
・顧客単価の向上

建設・不動産
・事故発生率の最小化
・品質トラブル発生率の最小化
・展示会来場者のターゲティング

医薬バイオ
・施設ごとの売上向上
・DTLチャネルの最適化
・医師の特徴分析
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次のページへ

（⾕川⽒） 王⼦ネピアでは、KIを「良い提案営業をおこなうための、営業活動の⾏動指標づくり」に
活⽤しています。

弊社の事業は衛生⽤紙、紙おむつなどの製造、販売です。主な営業活動は、卸流通や小売業者など

既存取引先への「ルート営業」で、現在はこれに加え、商品を通じて顧客の問題を解決するという

「提案営業」に注⼒しています。この活動では、常に顧客の課題解決を第⼀義にしています。

⼒を⼊れている提案営業の成果を、全国９拠点、120名の営業担当者全員が、⾼いレベルでおこなう

ためには、まず本社側から、わかりやすい⾏動指標、つまり「これとこれとこれを、毎⽉／四半期に

⼀度／半期に⼀度、○回、実⾏すれば、提案営業が結実し、売り上げが伸ばせる」という⽬安を提⽰

した⽅が効率的だと考えました。

提案営業の強化のためにKIを活⽤

王⼦ネピアでは、KIをどのように活⽤していますか？

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

王⼦ネピア株式会社
王⼦ネピア株式会社、リビングサポート事業本部 事業本部⻑ ⼤瀧 章治⽒、営業企画部 部⻑ ⾕川 哲⽒、⽯川 陽⼀⽒、⽑呂 督⽒、
五⼗嵐 ⼀之⽒に、KIを導⼊した経緯とその効果について詳しく聞きました。

王⼦ネピア株式会社

王⼦ネピア株式会社は、⽇本を代表する製紙企業の⼀つ、王⼦ホールディングスの中で、

ティッシュ、トイレットペーパーなどの衛生⽤紙、紙おむつの製造、販売を主な事業としています。
※この事例に記述した数字・事実はすべて、事例取材当時に発表されていた事実に基づきます。数字の⼀部は概数で記述しています。

年 商
従業員数
設 立

645億円
900人
1971年

「KIは、営業現場の⾏動指標づくりに活⽤しています」
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KI活⽤の⽬的は、まずは「全国1万4500店舗で予防保守を実現すること」です。そして、将来的には

「データ分析を全社に浸透させていくこと」につながればと考えています。

KI導⼊の⽬的

ローソンでは、KIをどう活⽤していきますか？

データアナリティクス プラットフォーム  KI導⼊事例

株式会社ローソン
株式会社ローソン、ITソリューション本部 プロジェクト推進部⻑ ⽯⽥ 剛彦⽒、関根 洋介⽒に、 
KIを導⼊した経緯とその効果について詳しく聞きました。

株式会社ローソン

株式会社ローソンは、コンビニエンスストア「ローソン」のフランチャイズ

チェーン展開を主な事業分野とする企業です。出店エリアは国内47都道

府県のほか、中国、インドネシア、ハワイ、タイなど。(2021年2月末現在)

※この事例に記述した数字・事実はすべて、事例取材当時に発表されていた事実に基づきます。数字の一部は概数で記述しています。

総 店 舗 数

全店舗売上⾼

社 員 数

14,476店（国内）

2兆3,497億円（連結）

10,385人（連結）
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KI の活⽤を通じて、キーエンスのデータ分析
ノウハウを吸収していきます。

株式会社ローソン
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データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

キリンビール株式会社

キリンビール株式会社

キリンビール株式会社は、⽇本を代表する酒類メーカーの⼀つです。
国内ビール・スピリッツ事業6514億円。
※この事例に記述した数字・事実はすべて、事例取材当時に発表されていた事実に基づきます。数字の⼀部は概数で記述しています。

従業員数 3,655名

EC⼤⼿流通での拡販のためにKIを活⽤

キリンビールでは、KIをどう活⽤していますか？

私たち広域流通第2⽀社 EC部の業務は、Amazon、Yahoo!shopping、楽天などECモールで、ビールなど各種商品を拡販す

ることです。KIは、そのためのデータ分析に使っています。

酒類販売は⼤きく、居酒屋など飲⾷店向けと、スーパー、コンビニなど量販店向けに⼆分されます。私たちEC部⾨が属するのは

後者です。通常、EC部⾨といえば、⾃社商品を⾃社サイトで「直接販売」する形が⼀般的ですが、私たち広域流通第2⽀社 EC

部が担当するのは、Amazon、Yahoo!shopping、楽天などのECモールで、酒類をお取り扱いなさっている小売企業様に、卸

様を通じて商品をお届けし、消費者の皆様にご販売いただくという間接流通チャネルとなります。

現在、統計によれば、⽇本のビールをはじめ⾷品・飲料のEC販売は、毎年20%増しで伸びています。弊社製品のEC流通も、ここ

数年、著しく伸⻑しています。特に最近は巣ごもり需要が⾼まり、さらに販売が増えました。

キリンビール株式会社 広域流通第2⽀社EC部 林 頌⼦⽒、田中 千恵⽒に、KIを導⼊した経緯とその効果について詳しく聞きました。

266072_KI_TG_1_CC2021.indd   1266072_KI_TG_1_CC2021.indd   1 2022/03/07   14:032022/03/07   14:03

KI の新しい『対話型⾼速分析機能』で、
その場でパッと「要因の深掘り」ができるよ
うになりました。

キリンビール株式会社

次のページへ

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

キリンビール株式会社

キリンビール株式会社

キリンビール株式会社は、⽇本を代表する酒類メーカーの⼀つです。
国内ビール・スピリッツ事業6514億円。
※この事例に記述した数字・事実はすべて、事例取材当時に発表されていた事実に基づきます。数字の⼀部は概数で記述しています。

従業員数 3,655名

EC⼤⼿流通での拡販のためにKIを活⽤

キリンビールでは、KIをどう活⽤していますか？

私たち広域流通第2⽀社 EC部の業務は、Amazon、Yahoo!shopping、楽天などECモールで、ビールなど各種商品を拡販す

ることです。KIは、そのためのデータ分析に使っています。

酒類販売は⼤きく、居酒屋など飲⾷店向けと、スーパー、コンビニなど量販店向けに⼆分されます。私たちEC部⾨が属するのは

後者です。通常、EC部⾨といえば、⾃社商品を⾃社サイトで「直接販売」する形が⼀般的ですが、私たち広域流通第2⽀社 EC

部が担当するのは、Amazon、Yahoo!shopping、楽天などのECモールで、酒類をお取り扱いなさっている小売企業様に、卸

様を通じて商品をお届けし、消費者の皆様にご販売いただくという間接流通チャネルとなります。

現在、統計によれば、⽇本のビールをはじめ⾷品・飲料のEC販売は、毎年20%増しで伸びています。弊社製品のEC流通も、ここ

数年、著しく伸⻑しています。特に最近は巣ごもり需要が⾼まり、さらに販売が増えました。

キリンビール株式会社 広域流通第2⽀社EC部 林 頌⼦⽒、田中 千恵⽒に、KIを導⼊した経緯とその効果について詳しく聞きました。
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次のページへ

沖縄労金ではKIを、「福祉金融機関として、会員一人一人の生活、ニーズをさらに深く理解すること」「今後、数年をか

けて組織全体をDX化していくための人材育成」の2点を目的に導入しました。

KI導入の目的

沖縄県労働金庫（以下 沖縄労金）では、KIをどう活用していきますか。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

沖縄県労働金庫
沖縄県労働金庫　経営統括部 部長　宇地泊 信司氏、與那嶺 凡子氏に、 
KIを導入した経緯と目的について詳しく聞きました。

沖縄県労働金庫

沖 縄 県 労 働 金 庫 は 、沖 縄 県 那 覇 市 に 本 店を置く労 働 金 庫 で す 。
福祉金融機関として、沖縄県ではたらき、くらす県民の生活、福祉、
文 化 の 向 上 に 貢 献して います 。

※この事例に記述した数字・事実はすべて、事例取材当時に発表されていた事実に基づきます。
数字の一部は概数で記述しています。

預 金 残 高

融 資 残 高

団 体 会 員 数

間接構成員数

店 舗 数

3,018億円

2,011億円

454会員

96,272名

12店舗
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次世代のDX 人材育成を狙い、KI を導入しま
した。

沖縄県労働金庫

次のページへ

沖縄労金ではKIを、「福祉金融機関として、会員一人一人の生活、ニーズをさらに深く理解すること」「今後、数年をか

けて組織全体をDX化していくための人材育成」の2点を目的に導入しました。

KI導入の目的

沖縄県労働金庫（以下 沖縄労金）では、KIをどう活用していきますか。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

沖縄県労働金庫
沖縄県労働金庫　経営統括部 部長　宇地泊 信司氏、與那嶺 凡子氏に、 
KIを導入した経緯と目的について詳しく聞きました。

沖縄県労働金庫

沖 縄 県 労 働 金 庫 は 、沖 縄 県 那 覇 市 に 本 店を置く労 働 金 庫 で す 。
福祉金融機関として、沖縄県ではたらき、くらす県民の生活、福祉、
文 化 の 向 上 に 貢 献して います 。

※この事例に記述した数字・事実はすべて、事例取材当時に発表されていた事実に基づきます。
数字の一部は概数で記述しています。

預 金 残 高

融 資 残 高

団 体 会 員 数

間接構成員数

店 舗 数

3,018億円

2,011億円

454会員

96,272名

12店舗
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次のページへ

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

株式会社竹中工務店
株式会社竹中工務店 グループICT推進室 先進ICT適用企画グループ 美里 晋一氏、佐藤 玄氏に、KIを導入した経緯とその効果
について詳しく聞きました。

株式会社竹中工務店について

株式会社竹中工務店は、1610年(慶長15年)の創業の

建築を専業とする建設会社です。宮大工の棟梁で

あった創業者の精神を受け継ぎ、お客様を第一に、

設計と施工を一貫で請け負う設計施工一貫方式を

中心に、数多くの都市のランドマークとなる建物を 

手掛けてきました。人々の暮らしや働き方が多様化 

する中で、今後は建築の枠を越えた「まちづくり」へ

向けても、棟梁精神を発揮し、時代が求めるサービス

やソリューションの提供を目指しています。

創 業

従 業 員 数
1610年
7,630人

※この事例に記述した数字・事実はすべて、事例取材当時に発表されていた事実に基づきます。数字の一部は概数で記述しています。
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データ分析により、建設業の生産性向上に
挑戦します。

株式会社竹中工務店

次のページへ

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

株式会社竹中工務店
株式会社竹中工務店 グループICT推進室 先進ICT適用企画グループ 美里 晋一氏、佐藤 玄氏に、KIを導入した経緯とその効果
について詳しく聞きました。

株式会社竹中工務店について

株式会社竹中工務店は、1610年(慶長15年)の創業の

建築を専業とする建設会社です。宮大工の棟梁で

あった創業者の精神を受け継ぎ、お客様を第一に、

設計と施工を一貫で請け負う設計施工一貫方式を

中心に、数多くの都市のランドマークとなる建物を 

手掛けてきました。人々の暮らしや働き方が多様化 

する中で、今後は建築の枠を越えた「まちづくり」へ

向けても、棟梁精神を発揮し、時代が求めるサービス

やソリューションの提供を目指しています。

創 業

従 業 員 数
1610年
7,630人

※この事例に記述した数字・事実はすべて、事例取材当時に発表されていた事実に基づきます。数字の一部は概数で記述しています。
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次のページへ

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

大多喜ガス株式会社
大多喜ガス株式会社 経営企画部 電力事業企画グループ 鴇矢（ときや）直紀氏、経営企画グループ 丹羽 研太郎氏に 
KIを導入した経緯とその効果について詳しく聞きました。

大多喜ガス株式会社

大多喜ガス株式会社は千葉県茂原市を本拠とする都市ガス企業です。実は千葉県では天然ガスが豊富に

産出されます。大多喜ガスは家庭向けに、グループ会社などが千葉県で採取したガスを供給しており、つまり

ガスの生産から供給まで一貫して事業をおこなっている、日本では貴重な「国産エネルギー企業」です。

※この事例に記述した数字・事実はすべて、事例取材当時に発表されていた事実に基づきます。数字の一部は概数で記述しています。

設 立
従業員数
顧客件数
年 商

1956年
274名
177,729件
510億円

電力販売その他の営業効率改善のためにKIを活用

大多喜ガスはKIをどう使っていますか？

大多喜ガスでは、「乾太くん」「エネファーム」など先進ガス機器の販売促進のほか、電力販売の営業改善、目標達成のため
にKIを活用しています。

大多喜ガスの都市ガスの契約数は約17万。分析対象となるデータは、それら顧客の属性情報、地域属性、ガスの契約年数、
消費量などです。

KIを導入したのは電力販売の3カ年計画が、初年度、2年目と目標を下回り、新規契約の獲得に有効な施策を探し求めてい
たからです。当初は、3年で8000件という目標に対し、最初の1年はロケットスタートで4000件超の成約を獲得し、2年目、
3年目はその余力で動いて目標は楽々達成という予定でした。しかし実際の初年度は、目標の半分にも満たない実績で、
大幅に未達成でした。
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KI の活⽤で、電力小売販売の目標を達成で
きました！

大多喜ガス株式会社

次のページへ

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

大多喜ガス株式会社
大多喜ガス株式会社 経営企画部 電力事業企画グループ 鴇矢（ときや）直紀氏、経営企画グループ 丹羽 研太郎氏に 
KIを導入した経緯とその効果について詳しく聞きました。

大多喜ガス株式会社

大多喜ガス株式会社は千葉県茂原市を本拠とする都市ガス企業です。実は千葉県では天然ガスが豊富に

産出されます。大多喜ガスは家庭向けに、グループ会社などが千葉県で採取したガスを供給しており、つまり

ガスの生産から供給まで一貫して事業をおこなっている、日本では貴重な「国産エネルギー企業」です。

※この事例に記述した数字・事実はすべて、事例取材当時に発表されていた事実に基づきます。数字の一部は概数で記述しています。

設 立
従業員数
顧客件数
年 商

1956年
274名
177,729件
510億円

電力販売その他の営業効率改善のためにKIを活用

大多喜ガスはKIをどう使っていますか？

大多喜ガスでは、「乾太くん」「エネファーム」など先進ガス機器の販売促進のほか、電力販売の営業改善、目標達成のため
にKIを活用しています。

大多喜ガスの都市ガスの契約数は約17万。分析対象となるデータは、それら顧客の属性情報、地域属性、ガスの契約年数、
消費量などです。

KIを導入したのは電力販売の3カ年計画が、初年度、2年目と目標を下回り、新規契約の獲得に有効な施策を探し求めてい
たからです。当初は、3年で8000件という目標に対し、最初の1年はロケットスタートで4000件超の成約を獲得し、2年目、
3年目はその余力で動いて目標は楽々達成という予定でした。しかし実際の初年度は、目標の半分にも満たない実績で、
大幅に未達成でした。
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次のページへ

田辺三菱製薬では2016年より、医師向けの情報提供をDX化するための全社的デジタルマーケティング・プロジェクト、ZEUSを展開して
います。KIはデータ分析の中核ツールとして活用しています。

デジタルマーケティングの中核ツールの一つとしてKIを活用

田辺三菱製薬では、KIをどう活用していますか?

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

田辺三菱製薬株式会社
田辺三菱製薬株式会社営業本部 マーケティング部 部長 森口 浩一氏、同部 デジタルマーケティンググループ グループマネージャー 
竹田 大作氏、飯山 領氏に、KIを導入した経緯とその効果について詳しく聞きました。

田辺三菱製薬株式会社

田辺三菱製薬株式会社は、主に免疫炎症や糖尿病・腎領域に強みのある、大手製薬会社です。

創業1678年の最も歴史ある製薬会社のひとつでもあります。
※この事例に記述した数字・事実はすべて、事例取材当時に発表されていた事実に基づきます。数字の⼀部は概数で記述しています。

創 業
年 商
従業員数

1678年
3,778億円
6,728名

大きくは、社会的なデジタル技術の進歩と、私たちの情報を受け取る側である医師のニーズが変化したこと、これがデジタルマーケティン
グに注力している背景です。かつて医師への情報提供は、MRが対面でおこなっていました。よく言われるのは、病院の廊下でカバンを持
ち、医師が来るのを待ち続けるMRの姿です。しかし、こうしたMR像はすでに過去のものとなりました。特にコロナ禍が深刻だった時期、

デジタルマーケティングに力を入れている理由

田辺三菱製薬がデジタルマーケティングに注力している背景を教えてください。

※いずれも2020年度、連結の数字
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当社ではデジタルマーケティング・プロジェク
ト『ZEUS』（ゼウス）を推進しています。KI
は中核ツールの一つです。

田辺三菱製薬株式会社

次のページへ

田辺三菱製薬では2016年より、医師向けの情報提供をDX化するための全社的デジタルマーケティング・プロジェクト、ZEUSを展開して
います。KIはデータ分析の中核ツールとして活用しています。

デジタルマーケティングの中核ツールの一つとしてKIを活用

田辺三菱製薬では、KIをどう活用していますか?

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

田辺三菱製薬株式会社
田辺三菱製薬株式会社営業本部 マーケティング部 部長 森口 浩一氏、同部 デジタルマーケティンググループ グループマネージャー 
竹田 大作氏、飯山 領氏に、KIを導入した経緯とその効果について詳しく聞きました。

田辺三菱製薬株式会社

田辺三菱製薬株式会社は、主に免疫炎症や糖尿病・腎領域に強みのある、大手製薬会社です。

創業1678年の最も歴史ある製薬会社のひとつでもあります。
※この事例に記述した数字・事実はすべて、事例取材当時に発表されていた事実に基づきます。数字の⼀部は概数で記述しています。

創 業
年 商
従業員数

1678年
3,778億円
6,728名

大きくは、社会的なデジタル技術の進歩と、私たちの情報を受け取る側である医師のニーズが変化したこと、これがデジタルマーケティン
グに注力している背景です。かつて医師への情報提供は、MRが対面でおこなっていました。よく言われるのは、病院の廊下でカバンを持
ち、医師が来るのを待ち続けるMRの姿です。しかし、こうしたMR像はすでに過去のものとなりました。特にコロナ禍が深刻だった時期、

デジタルマーケティングに力を入れている理由

田辺三菱製薬がデジタルマーケティングに注力している背景を教えてください。

※いずれも2020年度、連結の数字
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次のページへ

丹⻘社ではKIを次の⽤途で活⽤しています（試験段階の⽤途も含む）。

用途1.　「営業強化のためのアプローチ先顧客リストの作成」

用途2.　「発生リスク低減のための災害・事故・クレーム情報の分析」

用途3.　「空間価値向上のためのIoT情報の分析」

用途4.　「経営層向けの収益予測」

用途5.　「データ整形ツール（ETL）としての活用」

用途6.　「社内データウエアハウスと利用者を仲介するシステムとしての活用」

KIのさまざまな⽤途

丹⻘社ではKIをどう使っていますか？

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

株式会社丹青社
株式会社丹⻘社、企画開発センター 企画部 部⻑ 菅波 紀宏⽒、吉井 ちよ⽒、情報システム部 課⻑ 加越 隆広⽒に、 
KIを導⼊した経緯とその効果について詳しく聞きました。

株式会社丹青社

株式会社丹⻘社は、⽇本を代表する総合ディスプレイ企業の⼀つです。全国の美術館、

博物館、商業施設、ホテル、結婚式場、飲⾷店、駅、空港などの内装や展⽰の調査・企画、

デザイン・設計、制作・施⼯、運営・保守等を⼀貫しておこなっています。国⽴博物館、国際

空港、⽇本各地の大型商業施設など年間6,000件以上の空間づくりを手がけています。

創 立
年 商
従業員数

（ 連 結 ）

1946年
692億円
1,296名

※この事例に記述した数字・事実はすべて、事例取材当時に発表されていた事実に基づきます。数字の⼀部は概数で記述しています。
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“ いま、声をかけるべき先 ”をKI で抽出し、
営業活動に活かしています。

株式会社丹青社

次のページへ

丹⻘社ではKIを次の⽤途で活⽤しています（試験段階の⽤途も含む）。

用途1.　「営業強化のためのアプローチ先顧客リストの作成」

用途2.　「発生リスク低減のための災害・事故・クレーム情報の分析」

用途3.　「空間価値向上のためのIoT情報の分析」

用途4.　「経営層向けの収益予測」

用途5.　「データ整形ツール（ETL）としての活用」

用途6.　「社内データウエアハウスと利用者を仲介するシステムとしての活用」

KIのさまざまな⽤途

丹⻘社ではKIをどう使っていますか？

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

株式会社丹青社
株式会社丹⻘社、企画開発センター 企画部 部⻑ 菅波 紀宏⽒、吉井 ちよ⽒、情報システム部 課⻑ 加越 隆広⽒に、 
KIを導⼊した経緯とその効果について詳しく聞きました。

株式会社丹青社

株式会社丹⻘社は、⽇本を代表する総合ディスプレイ企業の⼀つです。全国の美術館、

博物館、商業施設、ホテル、結婚式場、飲⾷店、駅、空港などの内装や展⽰の調査・企画、

デザイン・設計、制作・施⼯、運営・保守等を⼀貫しておこなっています。国⽴博物館、国際

空港、⽇本各地の大型商業施設など年間6,000件以上の空間づくりを手がけています。

創 立
年 商
従業員数

（ 連 結 ）

1946年
692億円
1,296名

※この事例に記述した数字・事実はすべて、事例取材当時に発表されていた事実に基づきます。数字の⼀部は概数で記述しています。
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次のページへ

Nittoは工業⽤粘着テープ、光学フィルム、回路材料、医療材料、水処理膜など、「しっかりくっつく」「キレイにはがれる」

世界的に⾼いシェアを持つ⾼機能材料の製造企業

⽇東電⼯株式会社（以下Nitto）の製品について教えてください。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

⽇東電⼯株式会社
⽇東電⼯株式会社 営業⽀援部セールスプロモーショングループ グループ長 藤田 直子氏、南出 勇樹氏に、 
KIを導⼊した経緯とその効果について詳しく聞きました。

⽇東電⼯株式会社について

⽇東電⼯株式会社は、高機能材料メーカーとして⼯業⽤粘着テープ、フィルム

などを開発、製造、販売している企業です。主な⽤途は光学機器、自動車・

輸送機器、電子デバイスなど。売り上げの約7割は海外。ディスプレイ⽤光学

フィルム、熱剥離シート、HDDヘッド⽤塗膜⾦属回路などで世界的に高いシェア

を持ちます。

※この事例に記述した数字・事実はすべて、事例取材当時に発表されていた事実に基づきます。数字の⼀部は概数で記述しています。

年 商

従業員数

7,613億円

28,289名
（いずれも連結の数字）

266057_KI_TG_1_cc2020.indd   1266057_KI_TG_1_cc2020.indd   1 2021/06/15   17:242021/06/15   17:24

世界 29,000 人の社員が取り組む『三新活動』
の強化のために、KIを活⽤していきます。

⽇東電工株式会社

次のページへ

Nittoは工業⽤粘着テープ、光学フィルム、回路材料、医療材料、水処理膜など、「しっかりくっつく」「キレイにはがれる」

世界的に⾼いシェアを持つ⾼機能材料の製造企業

⽇東電⼯株式会社（以下Nitto）の製品について教えてください。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

⽇東電⼯株式会社
⽇東電⼯株式会社 営業⽀援部セールスプロモーショングループ グループ長 藤田 直子氏、南出 勇樹氏に、 
KIを導⼊した経緯とその効果について詳しく聞きました。

⽇東電⼯株式会社について

⽇東電⼯株式会社は、高機能材料メーカーとして⼯業⽤粘着テープ、フィルム

などを開発、製造、販売している企業です。主な⽤途は光学機器、自動車・

輸送機器、電子デバイスなど。売り上げの約7割は海外。ディスプレイ⽤光学

フィルム、熱剥離シート、HDDヘッド⽤塗膜⾦属回路などで世界的に高いシェア

を持ちます。

※この事例に記述した数字・事実はすべて、事例取材当時に発表されていた事実に基づきます。数字の⼀部は概数で記述しています。

年 商

従業員数

7,613億円

28,289名
（いずれも連結の数字）
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KI導入事例

はい、柴⽥陶器では2019年に樹脂事業部を設⽴しました。私と社⻑はもともと樹脂・セラミック関係の会社の出⾝です。その後、

社⻑は柴⽥陶器の社⻑に就任し、現在も柴⽥陶器のほかに複数の企業を経営しています。その流れもあって、2019年より社内で

樹脂製品の製造に取り組んでいますが、この製造ラインでもKIを活⽤していく予定です。樹脂製品を製造するときは、複数の種類

の樹脂を⼀つの型に流して固めてつくります。このとき当然、流量計など各種メーターを参照して、混合に要する時間、ミキサーの

回転スピード、樹脂の温度などを正確に管理していく必要があります。

この製造データは作れば作るほど蓄積されていくものですが、完成品、試作品の品質、状況と、それらデータを突き合わせれば、

品質に与える影響要因を予測していくことができる。さらには、各種製造データと品質の相関を解析していけば、どんな場合に⽔準

以上の品質が確保でき、どんな場合に品質が要求精度に満たないのかを認識できる。今後は、この製造や品質の統計的な分析に

もKIを活⽤していきたいと考えています。

私も社⻑も技術畑の出⾝なので、何かをおこなうとき、計測・解析が重要になることは、肌感覚として認識しております。その感覚は、

ECに取り組む時も変わらない。やはり何かしたら、その結果を検証したいし、何かをおこなう前には効果を予測したい。この施策を

おこなえば「だいぶ良くなる」ではなく、「これをやったら50%あがる、ここを変えれば60%上がる」というように数値を伴う形で定

量的にシミュレーションしたい。だからこそ、今回KIを導⼊したわけです。

柴⽥陶器は引き続きお客様に喜ばれる陶器、⾼品質の樹脂製品を製造していく所存です。キーエンスには、私たちの取り組みを優

れた技術、商品を通して後⽅⽀援いただくことを希望します。今後ともよろしくお願いします。

樹脂事業での活⽤

その他、樹脂事業部でもKIを使われる予定だと聞きました。
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楽天、ヤフーショップ、Amazon、自社サイ
トのデータをKI を使って分析していきます。

柴田陶器株式会社

次のページへ

柴⽥陶器について

柴⽥陶器と美濃焼について教えてください。

柴⽥陶器は、岐⾩県・愛知県にまたがる、豊かな⼟に恵まれた通称「東濃」と呼ばれる⼀帯で、昭和23年の創業以来、丹念に陶器

製造、仕⼊れ販売を続けてきました。東濃で陶器製造が盛んなのは、⼟岐市、多治⾒市、瑞浪市、可児市の四市ですが、弊社は

瑞浪市で営業しています。

美濃焼は、古くは平安時代に作られた須恵器（すえき）にさかのぼります。16世紀には織⽥信⻑の経済政策に基づき、瀬⼾近辺の

陶⼯技術者が東農に移り住み、以後、⼤窯が多く築かれました。桃⼭時代には志野焼をはじめとする「美濃桃⼭陶」が焼かれ、陶器

の⼀段産地となりました。江⼾時代には、窯の技術改良が進み、窯業はさらに発展、ついに磁器の⽣産も始まりました。現在も東濃

地⽅は和⾷器、洋⾷器を多く⽣産する⼤窯業地、⽇本有数の陶磁器⽣産拠点となっております。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

柴⽥陶器株式会社

266020_KI_TG_1_CC2019.indd   1 2020/02/05   16:10

ビジネスアナリシスセンターは、大阪ガス内のデータ分析の専⾨組織です。組織図上ではIT部⾨ですが、

いわゆる「情シス業務」はおこなわず、もっぱら「社内向けデータ分析」をおこなっています。大阪ガスには

社内スポンサーシップ制度があり、私たちもこの制度のもとで業務を進めています。スポンサーである現

業部⾨から予算をもらって分析業務を請け負い、成果物として分析結果を提供します。つまり独⽴採算制、

⼀種の「社内商店」です。私たちにとって社内の現業部⾨はまさに「顧客」です。当然、社内営業もします。

「みなさんの業務課題はこれではありませんか？」と問題を⾒つけ、データ分析で問題を解き、その結果

をビジネスの現場で使わせる、この「⾒つける、解く、使わせる」が私たちのビジネスサイクルです。最初

に部⾨ができたのは今から20年前、1990年代後半です。当時はまだデータ分析が脚光を浴びておらず、

正直いって「社内の便利屋」扱いだったそうです。他部⾨から頼まれた分析を淡々とこなし、分析結果を

⾒せても「ふーん」と反応されるだけの単なる参考情報扱い。ビジネス現場でのインパクトは皆無......。

このままではいけないと先⼈が奮い⽴ち、仕事をもらう待ちの姿勢から、⾃ら売り込む攻めの姿勢に転じ、「⾒つける、解く、使わせる」を繰り

返しながら、「こいつらおもろいな」、「あいつらに相談すると何か解決してくれそうや」と思ってもらえるという、今の地位を勝ち得たのです。

データ分析を専⾨とする社内組織

「⼤阪ガス ビジネスアナリシスセンター」について教えてください。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

⼤阪ガス株式会社（ビジネスアナリシスセンター）

次のページへ
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KI には現場部門を『巻き込む』力があります。
デモを見た一週間後には、導入していました。

大阪ガス株式会社

次のページへ

概況は次のとおりです。

・販売媒体は「カタログ、テレビ、ECサイト」の3種

・いずれも主要顧客層は「50代以上の⼥性」

・主要カタログは年4〜6回発⾏。その他、⼩カタログ、パンフレットなども不定期発⾏

・「年間1億冊以上」のカタログ、パンフレットを顧客に発送

・カタログ会員の獲得⽅法は、「電話やWebでの直接の申込」「商品発送時のカタログ同梱」

「書店でのカタログ販売・配布」「引越会社など提携先によるカタログ無料配布」など。チャネル

に関わらず、年間購⼊顧客数は数百万⼈。また、ウェブ会員数は1,000万⼈以上

・カタログ（ディノスおよびセシール）、TVショッピング（ディノス）、それぞれの売上が数百億規模

ディノス・セシールの組織構成は、⾐料、家具・インテリア、美容・健康など商品別の縦割り型です。私たちEC部⾨は、それに横串を

通す形で会社全体のEC施策を統括しています。

ただし「EC本部には売上実績を計上しない」という仕組みを取っています。カタログを⾒た顧客がECサイトで注⽂した場合でも、売上

実績はEC部⾨ではなくカタログ部⾨に計上されます。これはカタログ通販とECサイトのカニバリズム（共⾷い）を防ぐことが⽬的です。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

株式会社ディノス・セシール

ディノス・セシールの通信販売の概況を教えてください。

ディノス・セシールの概況
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EC サイト、カタログ通販、テレビ通販のデー
タをKI で統合解析することを目指していま
す。

株式会社ディノス・セシール



データから
施策が見つかる
データ分析ソフトウェア

KIシリーズ 開発の背景

キーエンスについて

営業ターゲット先
抽出

離職率の
低減

リピート率
向上

金融 人材 小売

KI とは？
キーエンスは1974年の会社設立以来、FA（ファクトリー・

オートメーション）用センサをはじめとする高付加価値商

品を通じて、生産現場の「生産性・品質向上」に貢献して

参りました。自動車、半導体、電子・電気機器、通信、機械、

化学、薬品、食品など、製造業のあらゆる分野において25

万社以上のお客様にお取引いただいております。また、海

外においても1985年のアメリカ現地法人設立を皮切りに、

現在では46カ国230拠点で事業を展開しております。

キーエンスは、今まで世の中になかった価値を生み出し続

けること、「付加価値の創造」によって社会へ貢献するとい

う考えのもと事業活動に取り組んでいます。おかげさまで、

さまざまな業界のお客様に商品をご採用いただき、過去

25年間、平均10％を超える成長を遂げることができました。

データで科学的にとらえ、合理的な判断を

現在、企業では様々なデータを保有しています。例えば営

業やマーケティングの現場には、お客様のマスターデータ

や売上データに加え、ウェブサイトのアクセスログや過去

の販売施策のデータ、営業活動の記録など多くのデータ

があります。これらを企業のビジネス課題の解決や改善に

上手く使用できれば、より精度の高い意思決定や施策に

つながることが期待できます。一方で、データを有効に活用

し、具体的な施策やアクションにつなげられている企業は

多くありません。キーエンスでは従来から、企業活動をデータ

で科学的にとらえ、合理的な判断をおこなうことを心掛けて

きました。しかし、データの質や量が増えるにつれ、特にビ

ジネス部門においてデータを扱う難しさは増してきていま

す。ビジネス部門のユーザーが、データを用いてより良い施

策につなげていくにはどうすればよいか。社内での活用を

通じ、見えてきたのは、仮説を多く作り出し、ビジネス課題

との関係性を明示すること。そうすることによって、実際の

施策（打ち手）がデータから見つかるようになりました。

KIは、そんなキーエンス社内での活用経験を基につくられた、

ビジネスユーザーがプログラムなしでデータからビジネス

課題の因果を発見し、施策を見つけられるソフトウェアです。

不良率
低減

アプリ会員
行動分析

余剰在庫の
削減

製造 外食・レジャー 卸・中間流通

営業利益率

55.4%
過去25年間の平均成長率

10%超

データ活用 カスタマーサクセス プログラム

導入後は、データサイエンティストを含めた、キーエンスの経験豊富な専任チームが、
お客様のデータ分析・活用を徹底的にご支援致します。
ツールを提供するだけではなく、キーエンスが蓄積してきたノウハウをフル活用しながら、
「データ活用を通じて、生産性を向上させるプロセスを確立すること」を目指し、
お客様としっかり伴走させていただきます。

導入前準備 診断 分析・実践 振り返り支援

データ分析を進めていく準備をします。
・体制・役割の確定
・意識合わせの度合い
これらが成功の鍵を握るため、
体系的に、このプロセスをご支援します。

・お客様の状況
・データの状況
・抱えている課題
・取り組みたい分析テーマ
これらを詳細にヒアリングし、
最初に取り組む分析テーマを決めます。

「KIサクセスコンテンツ」も活用し、
操作を習得しながら、分析実施します。
診断にて決定した貴社テーマを
分析することを通じて、
実践的な進め方を学ぶことができます。

一定期間ごとに振り返りの
ミーティングを実施します。
分析についての質問や、
選んだ分析テーマを施策に落とし込む
方法などをご支援致します。

データを入れて、解決したいビジネス課題を選ぶと
有効な打ち手を見つけ出してくれるデータ分析ソフトウェアです。

データから
施策が見つかる
データ分析ソフトウェア

KIシリーズ 開発の背景
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抽出

離職率の
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リピート率
向上

金融 人材 小売
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オートメーション）用センサをはじめとする高付加価値商

品を通じて、生産現場の「生産性・品質向上」に貢献して

参りました。自動車、半導体、電子・電気機器、通信、機械、

化学、薬品、食品など、製造業のあらゆる分野において25

万社以上のお客様にお取引いただいております。また、海

外においても1985年のアメリカ現地法人設立を皮切りに、

現在では46カ国230拠点で事業を展開しております。

キーエンスは、今まで世の中になかった価値を生み出し続

けること、「付加価値の創造」によって社会へ貢献するとい

う考えのもと事業活動に取り組んでいます。おかげさまで、

さまざまな業界のお客様に商品をご採用いただき、過去

25年間、平均10％を超える成長を遂げることができました。

データで科学的にとらえ、合理的な判断を

現在、企業では様々なデータを保有しています。例えば営

業やマーケティングの現場には、お客様のマスターデータ

や売上データに加え、ウェブサイトのアクセスログや過去

の販売施策のデータ、営業活動の記録など多くのデータ

があります。これらを企業のビジネス課題の解決や改善に

上手く使用できれば、より精度の高い意思決定や施策に

つながることが期待できます。一方で、データを有効に活用

し、具体的な施策やアクションにつなげられている企業は

多くありません。キーエンスでは従来から、企業活動をデータ

で科学的にとらえ、合理的な判断をおこなうことを心掛けて

きました。しかし、データの質や量が増えるにつれ、特にビ

ジネス部門においてデータを扱う難しさは増してきていま

す。ビジネス部門のユーザーが、データを用いてより良い施

策につなげていくにはどうすればよいか。社内での活用を

通じ、見えてきたのは、仮説を多く作り出し、ビジネス課題

との関係性を明示すること。そうすることによって、実際の

施策（打ち手）がデータから見つかるようになりました。

KIは、そんなキーエンス社内での活用経験を基につくられた、

ビジネスユーザーがプログラムなしでデータからビジネス

課題の因果を発見し、施策を見つけられるソフトウェアです。

不良率
低減

アプリ会員
行動分析

余剰在庫の
削減

製造 外食・レジャー 卸・中間流通

営業利益率

55.4%
過去25年間の平均成長率

10%超

データ活用 カスタマーサクセス プログラム

導入後は、データサイエンティストを含めた、キーエンスの経験豊富な専任チームが、
お客様のデータ分析・活用を徹底的にご支援致します。
ツールを提供するだけではなく、キーエンスが蓄積してきたノウハウをフル活用しながら、
「データ活用を通じて、生産性を向上させるプロセスを確立すること」を目指し、
お客様としっかり伴走させていただきます。

導入前準備 診断 分析・実践 振り返り支援

データ分析を進めていく準備をします。
・体制・役割の確定
・意識合わせの度合い
これらが成功の鍵を握るため、
体系的に、このプロセスをご支援します。

・お客様の状況
・データの状況
・抱えている課題
・取り組みたい分析テーマ
これらを詳細にヒアリングし、
最初に取り組む分析テーマを決めます。

「KIサクセスコンテンツ」も活用し、
操作を習得しながら、分析実施します。
診断にて決定した貴社テーマを
分析することを通じて、
実践的な進め方を学ぶことができます。

一定期間ごとに振り返りの
ミーティングを実施します。
分析についての質問や、
選んだ分析テーマを施策に落とし込む
方法などをご支援致します。

データを入れて、解決したいビジネス課題を選ぶと
有効な打ち手を見つけ出してくれるデータ分析ソフトウェアです。



データから
施策が見つかる
データ分析ソフトウェア

KIシリーズ 開発の背景

キーエンスについて

営業ターゲット先
抽出

離職率の
低減

リピート率
向上

金融 人材 小売

KI とは？
キーエンスは1974年の会社設立以来、FA（ファクトリー・

オートメーション）用センサをはじめとする高付加価値商

品を通じて、生産現場の「生産性・品質向上」に貢献して

参りました。自動車、半導体、電子・電気機器、通信、機械、

化学、薬品、食品など、製造業のあらゆる分野において25

万社以上のお客様にお取引いただいております。また、海

外においても1985年のアメリカ現地法人設立を皮切りに、

現在では46カ国230拠点で事業を展開しております。

キーエンスは、今まで世の中になかった価値を生み出し続

けること、「付加価値の創造」によって社会へ貢献するとい

う考えのもと事業活動に取り組んでいます。おかげさまで、

さまざまな業界のお客様に商品をご採用いただき、過去

25年間、平均10％を超える成長を遂げることができました。

データで科学的にとらえ、合理的な判断を

現在、企業では様々なデータを保有しています。例えば営

業やマーケティングの現場には、お客様のマスターデータ

や売上データに加え、ウェブサイトのアクセスログや過去

の販売施策のデータ、営業活動の記録など多くのデータ

があります。これらを企業のビジネス課題の解決や改善に

上手く使用できれば、より精度の高い意思決定や施策に

つながることが期待できます。一方で、データを有効に活用

し、具体的な施策やアクションにつなげられている企業は

多くありません。キーエンスでは従来から、企業活動をデータ

で科学的にとらえ、合理的な判断をおこなうことを心掛けて

きました。しかし、データの質や量が増えるにつれ、特にビ

ジネス部門においてデータを扱う難しさは増してきていま

す。ビジネス部門のユーザーが、データを用いてより良い施

策につなげていくにはどうすればよいか。社内での活用を

通じ、見えてきたのは、仮説を多く作り出し、ビジネス課題

との関係性を明示すること。そうすることによって、実際の

施策（打ち手）がデータから見つかるようになりました。

KIは、そんなキーエンス社内での活用経験を基につくられた、

ビジネスユーザーがプログラムなしでデータからビジネス

課題の因果を発見し、施策を見つけられるソフトウェアです。

不良率
低減

アプリ会員
行動分析

余剰在庫の
削減

製造 外食・レジャー 卸・中間流通

営業利益率

55.4%
過去25年間の平均成長率

10%超

データ活用 カスタマーサクセス プログラム

導入後は、データサイエンティストを含めた、キーエンスの経験豊富な専任チームが、
お客様のデータ分析・活用を徹底的にご支援致します。
ツールを提供するだけではなく、キーエンスが蓄積してきたノウハウをフル活用しながら、
「データ活用を通じて、生産性を向上させるプロセスを確立すること」を目指し、
お客様としっかり伴走させていただきます。

導入前準備 診断 分析・実践 振り返り支援

データ分析を進めていく準備をします。
・体制・役割の確定
・意識合わせの度合い
これらが成功の鍵を握るため、
体系的に、このプロセスをご支援します。

・お客様の状況
・データの状況
・抱えている課題
・取り組みたい分析テーマ
これらを詳細にヒアリングし、
最初に取り組む分析テーマを決めます。

「KIサクセスコンテンツ」も活用し、
操作を習得しながら、分析実施します。
診断にて決定した貴社テーマを
分析することを通じて、
実践的な進め方を学ぶことができます。

一定期間ごとに振り返りの
ミーティングを実施します。
分析についての質問や、
選んだ分析テーマを施策に落とし込む
方法などをご支援致します。

データを入れて、解決したいビジネス課題を選ぶと
有効な打ち手を見つけ出してくれるデータ分析ソフトウェアです。



お客様導入事例 幅広い業界・業種のお客様に、ご活用いただいています。

有効な施策を自動的に生成 施策の改善効果が実施前にわかる

効果の大きい順に
重要な切り口を提示

生成された切り口は、統計的な

観点から効果が順位付けされ、

優先順位が一目瞭然です。

施策の
改善効果を事前に
シミュレーション

施策を実行するとどの程度改善

するかが、シミュレーションでき

ます。効果があるかないかだけで

なく、効果の大きさを事前に数値

で把握できるので、どの打ち手を

打つと効率がよいか、何にどの程

度の予算をかければよいかを、

誰でも合理的に判断できます。

人では思いつくことが
困難な切り口を
無数に自動生成

機械学習を使って、膨大なデータ

から課題解決の切り口を無数に

自動で作り出すことができます。

主な業界別KI活用事例 幅広い業界で、さまざまな用途に、ご活用いただいています。

金融
・優良顧客の特徴分析
・営業ターゲット先抽出
・ローン利用率向上

小売
・クロスセル、アップセル 
・店舗の会員特性分析 
・ロイヤル顧客分析

人材
・離職率の低減
・継続派遣率の向上
・NPS向上

食品
・店舗ごとの売れ筋商品分析 
・自社/他社ブランド分析 
・キャンペーン商品購入者の特徴分析

製造
・不良率低減
・営業活動の効率化
・材料廃棄量の削減

法人サービス
・成約率の向上
・ターゲットリストの抽出
・稼働率の向上

官公庁
・相談対応工数の最小化
・特定税収の最大化
・サービスの利用率向上

通販
・F2 or F3転換分析 
・定期便継続率の向上
・DM送付におけるターゲティング

外食・レジャー
・アプリ会員行動分析
・顧客単価の向上
・クーポン施策分析

卸・中間流通
・POSデータ分析
・余剰在庫の削減
・顧客単価の向上

建設・不動産
・事故発生率の最小化
・品質トラブル発生率の最小化
・展示会来場者のターゲティング

医薬バイオ
・施設ごとの売上向上
・DTLチャネルの最適化
・医師の特徴分析
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主な業界別KI活用事例 幅広い業界で、さまざまな用途に、ご活用いただいています。

金融
・優良顧客の特徴分析
・営業ターゲット先抽出
・ローン利用率向上

小売
・クロスセル、アップセル 
・店舗の会員特性分析 
・ロイヤル顧客分析

人材
・離職率の低減
・継続派遣率の向上
・NPS向上

食品
・店舗ごとの売れ筋商品分析 
・自社/他社ブランド分析 
・キャンペーン商品購入者の特徴分析

製造
・不良率低減
・営業活動の効率化
・材料廃棄量の削減

法人サービス
・成約率の向上
・ターゲットリストの抽出
・稼働率の向上

官公庁
・相談対応工数の最小化
・特定税収の最大化
・サービスの利用率向上

通販
・F2 or F3転換分析 
・定期便継続率の向上
・DM送付におけるターゲティング

外食・レジャー
・アプリ会員行動分析
・顧客単価の向上
・クーポン施策分析

卸・中間流通
・POSデータ分析
・余剰在庫の削減
・顧客単価の向上

建設・不動産
・事故発生率の最小化
・品質トラブル発生率の最小化
・展示会来場者のターゲティング

医薬バイオ
・施設ごとの売上向上
・DTLチャネルの最適化
・医師の特徴分析



データから
施策が見つかる
データ分析ソフトウェア

KIシリーズ 開発の背景

キーエンスについて

営業ターゲット先
抽出

離職率の
低減

リピート率
向上

金融 人材 小売

KI とは？
キーエンスは1974年の会社設立以来、FA（ファクトリー・

オートメーション）用センサをはじめとする高付加価値商

品を通じて、生産現場の「生産性・品質向上」に貢献して

参りました。自動車、半導体、電子・電気機器、通信、機械、

化学、薬品、食品など、製造業のあらゆる分野において25

万社以上のお客様にお取引いただいております。また、海

外においても1985年のアメリカ現地法人設立を皮切りに、

現在では46カ国230拠点で事業を展開しております。

キーエンスは、今まで世の中になかった価値を生み出し続

けること、「付加価値の創造」によって社会へ貢献するとい

う考えのもと事業活動に取り組んでいます。おかげさまで、

さまざまな業界のお客様に商品をご採用いただき、過去

25年間、平均10％を超える成長を遂げることができました。

データで科学的にとらえ、合理的な判断を

現在、企業では様々なデータを保有しています。例えば営

業やマーケティングの現場には、お客様のマスターデータ

や売上データに加え、ウェブサイトのアクセスログや過去

の販売施策のデータ、営業活動の記録など多くのデータ

があります。これらを企業のビジネス課題の解決や改善に

上手く使用できれば、より精度の高い意思決定や施策に

つながることが期待できます。一方で、データを有効に活用

し、具体的な施策やアクションにつなげられている企業は

多くありません。キーエンスでは従来から、企業活動をデータ

で科学的にとらえ、合理的な判断をおこなうことを心掛けて

きました。しかし、データの質や量が増えるにつれ、特にビ

ジネス部門においてデータを扱う難しさは増してきていま

す。ビジネス部門のユーザーが、データを用いてより良い施

策につなげていくにはどうすればよいか。社内での活用を

通じ、見えてきたのは、仮説を多く作り出し、ビジネス課題

との関係性を明示すること。そうすることによって、実際の

施策（打ち手）がデータから見つかるようになりました。

KIは、そんなキーエンス社内での活用経験を基につくられた、

ビジネスユーザーがプログラムなしでデータからビジネス

課題の因果を発見し、施策を見つけられるソフトウェアです。

不良率
低減

アプリ会員
行動分析

余剰在庫の
削減

製造 外食・レジャー 卸・中間流通

営業利益率

55.4%
過去25年間の平均成長率

10%超

データ活用 カスタマーサクセス プログラム

導入後は、データサイエンティストを含めた、キーエンスの経験豊富な専任チームが、
お客様のデータ分析・活用を徹底的にご支援致します。
ツールを提供するだけではなく、キーエンスが蓄積してきたノウハウをフル活用しながら、
「データ活用を通じて、生産性を向上させるプロセスを確立すること」を目指し、
お客様としっかり伴走させていただきます。

導入前準備 診断 分析・実践 振り返り支援

データ分析を進めていく準備をします。
・体制・役割の確定
・意識合わせの度合い
これらが成功の鍵を握るため、
体系的に、このプロセスをご支援します。

・お客様の状況
・データの状況
・抱えている課題
・取り組みたい分析テーマ
これらを詳細にヒアリングし、
最初に取り組む分析テーマを決めます。

「KIサクセスコンテンツ」も活用し、
操作を習得しながら、分析実施します。
診断にて決定した貴社テーマを
分析することを通じて、
実践的な進め方を学ぶことができます。

一定期間ごとに振り返りの
ミーティングを実施します。
分析についての質問や、
選んだ分析テーマを施策に落とし込む
方法などをご支援致します。

データを入れて、解決したいビジネス課題を選ぶと
有効な打ち手を見つけ出してくれるデータ分析ソフトウェアです。

0120-150-152
最寄りの営業所につながります
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