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ROXの特徴
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技術メンバーの９割が修士号以上（学生インターンならば大学院在学中）
AIを自社開発できる技術力

自社開発できるので、“顧客課題ごとにAIを受託開発”できる
フットワークの軽さ

システム化まで対応できる“ワンストップAIベンダー”
全て任せれる安心感と、クライアントにとっての業務負荷の軽減
（AI研究とシステム開発の業者を分けずに済む）

特徴１

特徴２

特徴３



ROXができること
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＞需要を予測をしたい ＞異常を検知したい ＞未来を予測したい ＞購入者を予測したい

＞価格を予測したい ＞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 ＞スポーツの勝敗を予想したい ＞天気データを使いたい

＞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 ＞データを活用したい

＞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

以下のテーマ・産業に対応できます！

＞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



AI

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
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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



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

AI

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



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



case4 スーパーマーケットの混雑予想
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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



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

スーパーマーケット
集客モデルの開発



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
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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Ｏ
Ｋ♪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



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



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



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
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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！
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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
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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
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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
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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

事業者様データ

その他データ

過去実績

需要家属性

地域情報

業種情報

気象情報

需要予測システム

予測モデル構築

機械学習

需要予測

モデル精度評価

モデルチューニング

 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
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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）
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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
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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

社員情報

個人情報

採用区分

勤続年数

職位滞留年数など

性別・年齢など

退職予測の予測モデル

在籍社員データ

退職確率

50%

営業部１０年目　Tさん

退職確率

80%

デザイナー３年目　Kさん
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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

過去の各企業の情報

取引実績などの

データベース

AI

与信判断

デフォルト確率
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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
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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
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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
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事業計画、よくわからない
大体、去年と同じでいいか？
ちょっと気合い分を上乗せして・・

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



会社概要

株式会社ROX（旧社名 テクニコル）
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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 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

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



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

© 2021 ROX INC. 27

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



受賞・実績など
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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



会社概要（Bsmoグループ）

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！基礎情報
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 ・AI事業

29

Bsmoグループ 沿革

© 2021 BSMO CO.,LTD



免責事項
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Confidential

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。



お気軽にお問い合わせください！
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Confidential

株式会社ROX（ROX inc.）

本社 : 〒105-6414 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
川崎サテライトオフィス： 〒211-0025 神奈川県川崎市中原区木月 1-32-3 内田マンション2階

: 03-6809-5633

: info@rox-jp.com

HP : https://www.rox-jp.com/

：https://www.youtube.com/channel/UC-qWtDSOSIkGAzgCwirddhw

: https://www.facebook.com/rox.japan/

mailto:info@rox-jp.com
https://www.rox-jp.com/
https://www.youtube.com/channel/UC-qWtDSOSIkGAzgCwirddhw
https://www.facebook.com/rox.japan/
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