データ分析でこんな効果が！〜導入企業・組織の声
マーケティング

見える化・分析をもっと簡単・高速に！
選ぶべきクラウド・サービスとは？
分析ツール編

通信販売

株式会社カウネット
より精緻な顧客分析とOne to Oneマーケティングの連携で、
新規顧客増と顧客ロイヤリティを向上しました
https://www.oracle.com/jp/corporate/pressrelease/jp20180614.html

製造・設備保全

エンジニアリング

メタウォーター株式会社
各種装置・設備の障害に対する予兆検知、

宝の山までひとっ走り！
今すぐできる業務データ分析

原因を柔軟かつ迅速に特定できるようになりました
https://www.oracle.com/jp/corporate/pressrelease/jp20180301.html

カスタマーサービス

地方自治体

宮城県丸森町

Oracle Analytics Cloud

IoTとデータ分析を活用した移住・定住促進プロジェクトに採用。

定住・移住希望者のデータ管理や観光スポット紹介、
町内の人気スポット発掘に活用しています

オラクルが部門のデータ分析を強力に支援します

https://www.oracle.com/jp/corporate/pressrelease/jp20161014.html

もっと詳しく！ビデオ、お問合せ、無料お試し

速い

簡単・迅速なデータ分析

● データウェアハウスに簡単接続。
自分の判断軸で

すばやくデータの可視化と分析が可能

https://sc-oal-jp.custhelp.com/
製品・サービスのご導入、無料トライアル
についてのご質問はチャットで

便利

日本オラクル株式会社

データ特性をすぐに判断

● データの特性診断機能が

https://www.oracle.co.jp/ocp/analytics/
Oracle Analytics Cloud の
詳しい情報はこちらから

＊OracleとJavaは、
Oracle Corporationおよびその子会社、
関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。
文中の社名、
商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

〒107-0061 東京都港区北青山2-5-8 オラクル青山センター
oracle.com/jp

お問い合わせ窓口

加工も自由自在

● 結合やフィルタなどのデータ加工処理も、

フロー形式で分かりやすく、簡単に実現

https://youtu.be/9n3J48WVr-U
すぐに始められる見える化・分析の
ポイントが約 4 分間でつかめます

Let's
Try it
https://cloud.oracle.com/ja_JP/tryit
最大 3,500 時間の無料で使える
トライアル実施中！
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URL
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データの見える化と分析を強力に支援

賢い

機械学習も利用できる

● 多彩な機械学習アルゴリズムをカバー。

予兆分析から仮説検証、施策立案までサポート

Oracle Analytics Cloud

企業内に埋もれたデータの活用を促し業務革新を支援

全ての部門のデータ分析ニーズに対応

本書で紹介するソリューションを構成する要素
●
●
●
●

Oracle Analytics Cloud／業界で最も包括的なクラウド・アナリティクス・プラットフォーム
Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud／データ分析用途に特化した自律型データベース・クラウド
Oracle Autonomous Transaction Processing／混合ワークロード用の自律型データベース・クラウド
Oracle SQL Developer／データベース管理用のグラフィカルなツール（無償）

経理・財務

マーケティング
顧客分析による一歩先のデジタル・マーケティング

企業の経営判断に貢献する経理・財務データの分析

データの活用で顧客の消費行動を的確に把握し、適切なマーケティング施策の立案を支援します。

海外子会社も含めた全社的な経理・財務情報をリアルタイムで収集、分析。企業の経営判断を支援します。

顧客セグメンテーション

●

機械学習による顧客分析
・RFM 分析
・デシル分析
・クラスタ分析
・アソシエーション分析

レコメンデーション
パーソナライズ

One to One マーケティング

様々なチャネルを横断した
顧客データの分析
顧客行動認知

●

仮説と施策立案

●

顧客の行動予兆・ニーズ検知

●

顧客ロイヤリティの向上

事業や拠点ごとに
散在している
データの結合など

CFO

効果測定

（最高財務責任者）

データ探索
アドホック分析
（不正会計防止など）

経理・財務システム

各部門データベース

機械学習による
予測分析
（経営判断への貢献）

各拠点

M&Aによる
買収先企業ERP

製造・設備保全

カスタマーサービス

Factory IoT × Analyticsで工場全体のイノベーションを実現

カスタマーセルフサービス（FAQサイト）分析で顧客接点を強化

IoT でセンサーや生産ライン、作業員の位置情報等を収集、統合し、工場全体のイノベーションを実現します。

顧客接点となるセルフサービスFAQをデータ分析で強化。顧客満足度を向上しサポート業務を効率化します。

ダッシュボード
検知・アラート
機械学習分析
異常検知

顧客定着

顧客獲得
収益の増加

サポート業務の効率化

顧客満足度の向上

機会拡大（売上促進）

セルフサービスの改善

ロイヤリティの強化

コンバージョン向上

運営コストの削減

顧客との関係強化

業務効率化

予兆分析
クラスタリング
相関分析
データ探索
アドホック分析

アソシエーション分析
バスケット分析
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