
2016年1月版

我々は、 21世紀に最も必要とされているデータサイエンティスト集団を目指しています

サービスのご紹介



©Gee Research Corporation 2

01 ジーリサーチについて

02 サービスメニュー詳細

03 導入事例

P.3

P.9

P.20

INDEX



©Gee Research Corporation 3

サービス概要

ジーリサーチについて

・会社概要

・ジーリサーチの成り立ち～会社沿革 history～

・パーソナリティの紹介

・ジーリサーチのサービス領域

・分析サービスの領域
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ジーリサーチ会社概要

会社名 株式会社ジーリサーチ Gee Research Corporation

所在地
〒107-0052

東京都港区赤坂8-5-40 ペガサス青山250

代表者 代表取締役 上野 勉

設立 2012年6月19日

資本金 2,000万円

社員数 フルタイム社員 8名、パートタイム社員他 4名 計12名

事業内容

1. ・マーケティングリサーチ、POS、エリアデータ、WEBログ、その他実績データに関する分析および、コンサルティング

2. ・データ分析に必要なツールの開発、提供、保守サポート

3. ・webリサーチ向けASPサービスの提供および、運営

4. ・データサイエンスに関わる研修・出版・研究開発など

連絡先 Tel:03-6432-9277 / Fax:03-6721-1994

関連会社 株式会社プログラミングファスト、株式会社アートダイジェスト

主要取引先
カルチュア・コンビニエンス・クラブ、博報堂プロダクツ、フロムページ、三菱UFJリサーチ&コンサルティング、エムアイカー

ド、GMOリサーチ、千趣会、セブン・カードサービス、全日空商事、ADK、JBPressほか （敬略）

大規模会員を保有する企業向け
「DBマネタイズ化企業」
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ジーリサーチの成り立ち～会社沿革 history～
株式会社プログラミングファストの沿革 Brief history
2000.05.01 「有限会社シャフト」を資本金500万円で福井に設立
2000.12.20 「シャフト株式会社」に改組、資本金を2000万円に増資
2001.08.01 千代田区三番町に東京事務所開設
2004.06.30 社名を「株式会社プログラミングファスト」に改名
2005.10.03 プライバシーマーク取得 認定番号：第A820683(01)号
2009.10.01 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社にASPサービスを供与開始
2010.07.12 本社事務所を新宿区愛住町に移転（現事務所）
2011.11.08 資本金を3,410万円に増資
2012.07.01 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社とネットリサーチに関する事業提携を締結

株式会社ジーリサーチの沿革 Brief history
2012.06 「株式会社ジーリサーチ」を資本金500万円で東京・新宿に設立
2012.07 本格営業開始
2013.01 社員3名に増員
2013.02 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社とデータ分析に関する業務委託を締結
2013.04 新卒1期生が入社
2013.06 東京・青山1丁目に移転
2013.06 資本金を1,000万円に増資
2014.01 データ・サイエンティスト協会の賛助会員に加入
2015.04 新卒2期生が入社
2015.05 資本金を2,000万円に増資
2015.05 株式会社アートダイジェストに出資
2015.09 増員につき、250号室に執務室を移転
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パーソナリティの紹介
上野勉 Tsutomu Ueno

経歴
1965年生 大阪出身 大阪教育大学卒 筑波大学大学院経営・政策科学研究科修了（MS）
JTB（日本交通公社）、CCC（カルチュア・コンビニエンス・クラブ）、GAGAを経て、現会社を設立
青山学院大学社会情報学部特任講師、神奈川大学大学院経済学研究科講師（現在）を歴任
データサイエンティスト協会 企画委員長

主要業績

1995年6月

2000年9月

2002年10月

2005年11月

2006年3月

2010年6月

2012年1月

2014年3月

・アジア方面に乗り入れる新規路線の需要予測およびディスティネーション調査

・食品系スーパーのリテールサポート・システムにおける分析ツール（OLAP等）の導入

・SRI(スタンフォード大学)が開発したVALS（サイコグラフィックスによる顧客セグメンテーション）の
開発担当者と分析手法についての研究

・「心理的ライフスタイルを映画で探るデータマイニング」(SPSS 研究大会）

・健診データを用いたBMI値の改善に関する比較対照実験（経済産業省健康サービス産業創出支援事業）

・入院患者の未収金に関するデータ解析：未払いになりやすい要因の分析（医療マネジメント学会）

・女性向け雑誌広告価値検証のモデル作成（「マガジェンヌレポート」）

・「データマイニング手法－営業、マーケティング、CRMのための顧客分析（３訂版）」
（翻訳、海文堂）

書籍 “Data Mining Techniques” 3rd Edition
by Gordon S.Linoff and Michael J.A.Berry

http://ad.kodansha.net/pdf/magazienne_2012.pdf
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大規模会員DBをもつ貴社様の「事業開発・サービス企画」をいたします。

課題解決

リサーチ
事業

プロモーション
事業

メディア事業

ジーリサーチのサービス領域

デ
ー
タ
分
析
・
解
析
エ
ン
ジ
ン

事業開発・サービス企画 各種ツール提供

事業創造

貴社様の
大規模会員データ

会員DB

WEB行動
履歴DB

購買履歴DB

営業支援

システム開発

運営体制

コンテンツ制作

インセンティブ
（謝礼）データ

ソリューション
事業 人材育成・研修

データ資産
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分析サービスの領域

・天候データ・地形データ・地質データなど

・レセプト（請求書）・診療情報など・POSデータ・Web行動履歴など

・位置データ・電力消費データなど
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サービス概要

サービスメニュー詳細

・データ利活用事業の企画・開発

・分析受託・コンサルティング

・解析エンジンの開発・データ運用

・リサーチ/履歴データ販売

・プロモーション/サンプリング

・ASP型SMS送信サービス

・ASP型リサーチシステム（WebSurveyG）

・デジタルギフト券「選べるe-GIFT」

・コンテンツの企画・製作

・講座・研修サービス
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データ利活用事業の企画・開発
貴社の会員やビッグデータ等を活用した、リサーチ/マーケティングデータ販売、プロモー
ション/サンプリング、メディア・DSP広告に関する事業を開発します。

特徴

商品の企画、営業支援、ツー
ルの提供、運用支援が可能で
す。

商品の企画、営業支援、ツー
ルの提供、運用支援が可能で
す。

商品の企画、営業支援、コン
テンツの制作、DSP広告配信
データの運用が可能です。

貴社の所有する資産を活用した企画

マーケティング・プラットフォームの構築

価値あるサービスの実現企画を実現するツールや分析手法

サービス企画

リサーチ/データ販売

プロモーション/サンプリング

メディア・DSP広告

ASP
アンケート
システム

機会学習

会員基盤データ
マイニング 統計手法

DB開発 SMS送信
システム

会員DB

WEB行動
履歴DB

購買履歴DB 事業開発

メディア・DSP広告プロモーション/サンプリングリサーチ/マーケティング
データ販売

データソリューション
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分析受託・コンサルティング
「統計解析」「データマイニング」「機械学習」によるデータ分析の受託・データ分析シス
テムの導入に関するコンサルティングが可能です。

購買履歴データ（ID-
POS等）の分析事例がた
くさんあります。

ポイントデータをはじめ
ビッグデータの分析ノウハ
ウがあります。

短期の集計解析から、長期
のコンサルティングまで
様々な実績があります。

Tポイントデータの分析

5000万人のT会員の購買履歴データを
さまざまな手法で分析活用するお手伝
いをしています。

小売チェーンのCRM分析

小売チェーンの購買履歴・会員データ
ベースを分析し、効果的なDM発送対象
者の選定・効果検証や売上アップのた
めの施策提案を行っています。

アンケートの統計解析

アンケートの調査設計から集計・
解析までを行っています。

＜分析手法＞
・統計解析
・データマイニング
・機械学習
・人工知能（予定）

アライアンス先

メーカー等

【購買履歴の分析によるコンサルティング】

T会員のライフスタイルを分析しての
商品開発を提案します。

DM発送対象者抽出

効果検証

PDCAの図

特徴

分析事例① 分析事例② 分析事例③

購買履

購買履

会員DB

購買履歴DB

会員DB

購買履歴DB
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解析エンジンの開発・データ運用
貴社の事業開発に貢献する「解析エンジンの開発」と、「データ運用」サービスを提供し、
貴社のサービスの価値向上をしくみとして継続できるよう支援します。

エンジンの開発 豊富なシステム運用 売上に貢献するしくみ

お客様のご要望を元に、サービス内容
や運用内容のご提案、それを元に開発
内容のご提案から開発保守を行います。

お客様の事業の成功を一緒になり目指
します。営業の支援、システム、オペ
レーション全てをゼロから作ります。

ただの作業にならないように、お客様
と一緒になり事業の成功を目指し、
売りやすく、効率的な運用を行います。

解析エンジンの開発事例 データ運用事例
[クライアント情報]
カルチュア・コンビニエンス・クラブ様
（レコメンドエンジンの運用）

[導入の背景]
1) ビッグデータの取り込みから、アウトプットに時間がかかる
2) 新たな提携先のデータが増えるたびに、モデルの再構築をする
必要がある
3) 精度をあげるためのアイディアが欲しい

[運用の結果]
データ取り込みから、データのアプトップまでの日数が約半減
データのフローの（SQLによる）改善を行い、指導研修後に
社内の共有資産とすることができた

[クライアント情報]
某大手通販会社様
（キュレーションエンジン）

[導入の背景]
1) 社内の担当者の間でトレンドに対する感度に大きな差がある
2) 現在の「トレンド情報」を反映する掲示板がほしい

[提案内容]
A) 外部サイトをクローリングして記事を収集し、自動分類する
キュレーションメディアを構築
B) トレンドワードが時系列に変動するチャートを表示する

[導入の結果]
社内工数（人員）の削減ができた
他部署の調査結果情報なども、発信しやすくなった

特徴
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リサーチ/履歴データ販売
購買履歴から対象者を絞り込んだアンケートが実施できます。さらに、過去13ヶ月にさか
のぼって提携先店舗も含めた購買履歴の分析および、データ販売が可能です。

【料金】Tリサーチ(PC、スマホ/モバイル）
基本料金: 5万円/案件
謝礼: 謝礼単価×回収数
モニタ使用料: 設問数単価×回収数
単純集計: 5万円
DB使用料: 240円×回収数

【スマホ/モバイルアンケート許諾者】【PCアンケート許諾者】

男 女男 女

80社
3万5千店を
超える

アライアンス

年齢

クレジット
利用住所

ヒストグラム

ランキング

併買分析

時系列分析

継続購買推移

特集購買分析

大規模な会員基盤において、
ネット、郵送、店頭から
サンプル回収が可能

購買履歴を活用した
リアルかつ、時系列な
プロファイリングが可能

ターゲットの購買状況・
購買者属性を分析する
ＷＥＢシステムの提供

特徴

【概要】データ販売
サービス：ターゲット顧客へのプロファイリング
提供可能なデータ：書籍/雑誌、レンタル、

DVD/CD、コンビニ、スーパー、ドラッグストア、
GS、カーショップ、コーヒーショップ、ファミレス等

【概要】DB WATCH
データ保有期間：直近13ヶ月
対象商品：<BOOK>書籍・雑誌・ムック・コミック

<レンタル>映像・音楽・コミック
<セル>映像・音楽

データ更新：日次更新

郵送 5,000万人

店頭 1億人以上/月

PC：ネット 1,000万人

住所
年齢

性別

アライアンス
先の購買履歴

CD/DVD
書籍の

レンタル・
購買履歴
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プロモーション/サンプリング
日本最大の会員組織であるT会員に対して、Tポイントサービスならびに店頭を活用したプ
ロモーション/サンプリングを実施できます。

詳細なセグメント

登録属性情報にプラスして
TSUTAYAの利用履歴や

Tポイントの利用履歴を元にし、対象
をセグメント可能です。

大量なリーチ
約5,000万人のT会員に
対し、WEB/メール/DM

店舗等を活用してリーチができます。

効果検証が可能
プロモーション施策実行後
セグメントごとの効果測定が

可能です。それによりPDCA型の
プロモーションが可能です。

Q&Aメール DBターゲティングメール サンプリング

HOME

店頭配布型

POSクーポン発券型

商品連動
POSクーポン発券型

Q＆Aメール
+DMサンプリング

DMサンプリング

大規模な会員基盤を活かした
日本最大級の
メール媒体

※プロモーション媒体の一例

広告主様ページ(LP)へ
ダイレクトリンク

アンケート形式で商品特性を
刷り込みながら訴求

・商品特性
・問題提起
・プロモーション
内容訴求

・限定プロモーション
・ポイント
インセンティブ

特徴

店頭

自宅

＜貴社サイト＞

商品購入

PC：530万通

MB：308万通

SP：120万通
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ASP型SMS送信サービス
「顧客・会員へ情報が届きにくい」という課題に対して、「DM、電話、メール」に代わる
通信手段「SMS」を用いたコミュニケーション・システムを導入いたします。

コストメリット 圧倒的な開封率 個別オーダー対応

配信コストは、従量課金の
1通18円で、初期＆月額固
定費なし

メールやDMなどに比べ、
圧倒的に高い到達率＆開封率

弊社が導入・提案してきた
幅広い用途を元に利用提案
させていただきます。

SMSのメリット 過去案件の比較例

特徴

①電話番号は、メールや住所より変更されにくく、携帯
画面にメッセージが表示されるので、見られやすい。

②数千・数万人にも一斉配信が可能です。
使い方次第で、連絡コストを大幅にダウンさせることが
可能です。

キャンペーン告知、会員・登録更新、入金勧奨、
情報案内など、幅広い用途で利用できます。

①キャンペーン告知

②会員更新告知

メールと比較すると、
CTRがメール1-2％に対し、SMS11.1%
DMと比較すると、
SMSでの告知でDMより登録数2倍、コストは1/5

メールで複数回ご案内し反応がない方に、SMSで依頼
→メールに対しCTR2倍

文字やURLをSMSメッセージで送信

文字やURLをSMSメッセージで送信

文字やURLをSMSメッセージで送信

SMS送信
機能
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ASP型リサーチシステム（WebSurveyG）
マルチデバイス対応（PC、携帯、スマートフォン）のWEBアンケートシステムをASPで提
供します。利用しない月は利用料ゼロでコスト節約ができます。

大量回収対応 マルチデバイス対応 Excelで簡単作成

アンケートの大量回収プランをご用意
しています。導入後も実施しない月は
利用料金がかかりません。

PC、携帯、スマートフォンに標準で
対応をしています。

設問設計をExcelで行えます。
必須回答や条件分岐などもExcelで
簡単に設定可能です。

ご利用フロー
②

③ ④

安心のデータ管理 ご利用料金

・24時間不正アクセス有人監視サービス
・システム資源の使用状況を監視し、
異常を察知

・OCNバックボーンに直結の、安定した
インターネット回線を使用

・生体認証による入室管理
・24時間無停電電源供給
・耐震構造ビル

サーバーはNTTコミュニケーションスの゙
コロケーションサーヒズに準拠した高度な
設備で運用しています。

同時実
施件数

回収上限

1万 5万 10万

0件 0円 0円 0円

1件 94千円 136千円 163千円

2件 139千円 215千円 264千円

5件 258千円 424千円 530千円

※月額契約料金の一例

初期費用 100千円

独自ドメイン
利用時

初期費用：100千円
一律月額：20千円
※独自ドメイン、SSL証明書の取得&
設定&管理費込

特徴

①

設問をExcelで作成 設問のExcelを管理
画面で読込み

集まった回答は
リアルタイムで
管理画面から確認

アンケートが作成
され、同時にPCと
携帯・スマホ用の

URLを発行
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デジタルギフト件「選べるe-GIFT」
貴社の会員様に、複数のeギフトや電子マネーから自由に選択できる報酬としてご提
供いただけるギフトサービスです。

様々なユーザへアプローチ 様々な形態で対応可能 会員様がギフトを選択
色々なeギフトや電子マネーの組合わせ
ができるため、幅広いユーザの興味を
引くことができます。

納品をURL形式、印刷したカード形式
どちらでも選択可能です。

色々なeギフトや電子マネーの中から
お客様ご自身の希望するものを選択
可能で顧客満足度が向上します。

ご利用料金

特徴

交換対象ギフト
人気のeギフトや電子マネーを選択できます。
※順次交換商品が追加されます

額面 価格（単価）

500円 550円

1,000円 1,050円

3,000円 3,050円

5,000円 5,050円

10,000円 10,050円

納期：4営業日（URL形式）
有効期限：6ヶ月間

http://www.google.co.jp/url?url=http://www.asuka-xp.com/archives/54483431.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=mWaJVJ3JFMTTmgWQwYLACA&ved=0CBoQ9QEwAg&sig2=N00_BgLjRJ6E_yv-SrrnlQ&usg=AFQjCNFG5AfzqfgjMquia_QpyG-o9GpNxg
http://www.google.co.jp/url?url=http://www.asuka-xp.com/archives/54483431.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=mWaJVJ3JFMTTmgWQwYLACA&ved=0CBoQ9QEwAg&sig2=N00_BgLjRJ6E_yv-SrrnlQ&usg=AFQjCNFG5AfzqfgjMquia_QpyG-o9GpNxg
https://www.google.co.jp/url?url=https://precamo.com/recochoku&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=bWrRVJ2iHuWwmwXAyID4Bw&ved=0CCoQ9QEwCg&sig2=mVZKvACVAYFgo0zczV7Yug&usg=AFQjCNGIuTa7bhpSexQEbJO1-xbuJXraew
https://www.google.co.jp/url?url=https://precamo.com/recochoku&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=bWrRVJ2iHuWwmwXAyID4Bw&ved=0CCoQ9QEwCg&sig2=mVZKvACVAYFgo0zczV7Yug&usg=AFQjCNGIuTa7bhpSexQEbJO1-xbuJXraew
http://www.google.co.jp/url?url=http://global-wing.com/activity/excel_csv_excel.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=9nCJVMvfBsKemwWzm4KQBw&ved=0CDAQ9QEwDQ&sig2=U6OMjHCB5SHmuxRdV-9WLA&usg=AFQjCNGcxxB3NKAs10n7WiCHw7SNqKNeTw
http://www.google.co.jp/url?url=http://global-wing.com/activity/excel_csv_excel.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=9nCJVMvfBsKemwWzm4KQBw&ved=0CDAQ9QEwDQ&sig2=U6OMjHCB5SHmuxRdV-9WLA&usg=AFQjCNGcxxB3NKAs10n7WiCHw7SNqKNeTw
https://www.google.co.jp/url?url=https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.nanaco.android&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3WaJVKm3IoWrmAWB54GoDg&ved=0CBoQ9QEwAg&sig2=T2eMrJHHPzsU-CMlL2ogMA&usg=AFQjCNHzP8gpUv0qXCzEn3hxtrbIGH0qPg
https://www.google.co.jp/url?url=https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.nanaco.android&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3WaJVKm3IoWrmAWB54GoDg&ved=0CBoQ9QEwAg&sig2=T2eMrJHHPzsU-CMlL2ogMA&usg=AFQjCNHzP8gpUv0qXCzEn3hxtrbIGH0qPg
http://www.google.co.jp/url?url=http://news.mynavi.jp/news/2012/10/16/053/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=G2aJVMLDNaLQmwXU_YCwDA&ved=0CBYQ9QEwAA&sig2=vj82hGPRvrxPsdGgrg6FwA&usg=AFQjCNHh4eOpNpQs7NOzpzundljen9d8LQ
http://www.google.co.jp/url?url=http://news.mynavi.jp/news/2012/10/16/053/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=G2aJVMLDNaLQmwXU_YCwDA&ved=0CBYQ9QEwAA&sig2=vj82hGPRvrxPsdGgrg6FwA&usg=AFQjCNHh4eOpNpQs7NOzpzundljen9d8LQ
https://www.google.co.jp/url?url=https://bs.benefit-one.co.jp/bs/pages/bs/srch/menuPrticSrchRslt.faces?menuNo=650105&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=v2qJVNy5BqLEmAXCq4BA&ved=0CBgQ9QEwAQ&sig2=Vv5Fljhj0G8NE7g4b4pKvw&usg=AFQjCNHiC44tRaeNZpf8AaQo90LkNVbS3g
https://www.google.co.jp/url?url=https://bs.benefit-one.co.jp/bs/pages/bs/srch/menuPrticSrchRslt.faces?menuNo=650105&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=v2qJVNy5BqLEmAXCq4BA&ved=0CBgQ9QEwAQ&sig2=Vv5Fljhj0G8NE7g4b4pKvw&usg=AFQjCNHiC44tRaeNZpf8AaQo90LkNVbS3g
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コンテンツの企画・製作
貴社サイトへの検索流入を増加させ、リード獲得～顧客化を目的としたコンテンツマーケ
ティングを総合的に支援するサービスです。

コンテンツマーケティングとは？

見込客や既存顧客にとって役立つコン
テンツを提供して広めていくことで、
最終的に自社の利益につながる行動を
起こさせるというマーケティング手法
です。

データ分析を核とした独自の支援
プロセスで効果を最大化します。

単にコンテンツを制作するだけではな
く、データを重視した定期的な効果検
証を行い、次のアクションを軌道修正
する一連のプロセスを支援します。

コンテンツを再編集し、書籍や他
のフォーマットへのさらなる展開
が可能です。

一度制作したコンテンツを書籍へ展開
する事で、ウェブではリーチ出来な
かった層へアプローチする事が可能で
す。また書籍化はさらなるPRチャネル
への可能性を広げます。

購買履

Attract
惹きつける

Convert
転換させる

Close
顧客化する

Delight
満足させる

ウェブコンテンツ

検索SEO

メルマガ

無料特典
商材販売

制作・配信

効果検証改善施策

コンテンツ
企画

オンラインから店頭へ展開

SEOに連動

検索からの流入を獲得する
SEOと連動した記事のコン
テンツ企画・製作

リードの獲得・コンバー
ジョンを最大化するWeb
行動履歴の解析・顧客分析

特徴

Web行動履歴の解析 書籍への展開

書籍の店頭販売を中心とした
コンテンツの二次活用が可能

潜在顧客 訪問者 推奨者顧客リード
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講座・研修サービス
分析業務に携わる担当者のスキルアップやデータ分析業界の健全な発展のために、人材開
発・人材教育に注力をしています。

少人数制での実施 実践的な内容 個別オーダー対応

専門職、もしくは大学での講師経験を
活かした講師陣が、一人一人に対して、
親身に説明いたします。

講師は現場での業務経験が長く、教科
書には載らないようなノウハウ等、すぐ
に実践できる内容をお教えいたします。

個別の企業様からご要望に応じた内容
にて講座メニューを設定することも
可能です。

10万円以上 8万円以上 5万円以上 3万円以上 2万円以上 1万円以上 5千円以上 5千円未満

反応率 58.4% 43.7% 39.3% 30.7% 25.5% 20.4% 17.7% 13.5% 

発送対象数 (298名) (238名) (822名) (1,442名) (1,275名) (1,576名) (947名) (620名)

反応率 60.0% 48.2% 36.4% 30.3% 19.6% 16.2% 14.1% 8.7% 

発送対象数 (150名) (114名) (579名) (1,208名) (1,212名) (2,059名) (1,369名) (1,153名)

反応率 51.4% 36.1% 35.7% 25.8% 18.8% 14.5% 11.7% 9.2% 

発送対象数 (70名) (61名) (328名) (799名) (845名) (1,832名) (1,236名) (1,198名)

反応率 39.3% 37.9% 34.7% 24.6% 17.8% 13.3% 10.4% 7.6% 

発送対象数 (56名) (58名) (360名) (969名) (1,182名) (2,229名) (1,735名) (1,791名)

反応率 31.6% 28.3% 28.1% 20.9% 14.7% 10.5% 8.4% 8.2% 

発送対象数 (38名) (53名) (342名) (1,203名) (1,678名) (3,697名) (3,061名) (3,003名)

反応率 13.3% 33.3% 14.2% 13.2% 10.9% 8.2% 7.3% 6.0% 

発送対象数 (15名) (12名) (148名) (614名) (1,282名) (3,325名) (2,790名) (2,951名)

反応率 40.0% 0.0% 12.0% 10.8% 7.9% 5.9% 4.9% 5.5% 

発送対象数 (5名) (7名) (100名) (483名) (1,269名) (4,096名) (4,074名) (5,105名)
241～365

30以下

31～60

61～90

91～120

121～180

181～240

Ｍ値

R値

講座事例
■エスノグラフィー講座

●カリキュラム
・エスノグラフィー概要
・事例紹介
・手法学習
・分析方法の学習
・アウトプット例の学習
・ワークショップ

●期間
・３日間

●講師
辻中俊樹氏
「マーケティングの嘘（新潮新書）」等、
著書多数

今後の予定

特徴

データサイエンティスト協会公認

・データサイエンティスト養成講座

・統計解析講座

・エスノグラフィー講座

ウェブ解析士協会公認
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サービス概要

導入事例

・導入事例①

「リサーチASPシステムの導入と運用支援」

・導入事例②

「店舗の購買履歴DBを分析し、顧客アプローチの改善を毎月実施」

・導入事例③

「受験者への調査および資料請求履歴を分析」

・導入事例④

「クライアントの広告に関する閲読履歴を分析」

03
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[クライアント情報]
カルチュア・コンビニエンス・クラブ様
会員数4,900万人（日本最大）
Tポイント利用履歴DBを保有

[導入の背景]
1) 大量配信、大量回収のリサーチシス

テムとして、リスクが低く、かつ初
期コストの安いASP型を選定

2) システムの固定費を回収するため
の新サービス開発に注力

3) Web制作や履歴分析等のノウハウ
不足を補うため、運用支援を依頼

[提案内容]
A) リサーチASPシステムを導入
B) プロモーションにも活用できるターゲット

顧客を開拓する商品を開発
C) 配信から製作までの運用を受託
D) 営業支援およびサービス改善を実施

[導入の結果]
アンケート型プロモーション商材にて、月平均
60案件の受注

21

導入事例①

リサーチASPシステムの導入と運用支援を実施し、商品の競争力をUP
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[クライアント情報]
某スポーツショップ企業様
会員数約50万人
店頭およびECの購買履歴DBを保有

[導入の背景]
1) DMやちらし、店頭フェアなどの無

駄を省き、売上UPを図る必要
2) 分析用DBの構築を外注化
3) 分析の精度と提案力のある結果を
希望

[提案内容]
A) 顧客マスタおよび購買履歴を管理するDBの

構築を受託
B) 費用対効果検証モデルの導入
C) メーカータイアップ企画や新店開発に関す

るコンサルティングを実施

[導入の結果]
DMの減少、ちらしの増加で売上UP
店頭フェアの企画対象者を最適化して、販促協
賛金を提供するメーカーから信用を獲得

22

導入事例②

店舗の購買履歴DBを分析し、顧客アプローチの改善を毎月実施
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[クライアント情報]
某大学受験サービス企業様
受験者の登録者数約50万人
（日本最大）
資料請求履歴DBを保有

[導入の背景]
1) 大学受験マーケットが縮小し、新た

な商材を開発
2) 資料請求の無駄を削減
3) データ収集と分析の精度を向上で
きる手段を欲しい

[提案内容]
A) スマホ主導のアンケートシステムを構築
B) 調査設計の提案、分析サービスの計画
C) アンケート回答者の資料請求履歴の分析受

託（DMリストの作成）

[導入の結果]
前年度の回収数を1.5倍にUP、データの精度
（有効回答率）も改善
主要60大学に数十万円でレポートを販売
DM発送先からの反応率が向上した

[分析手法]
ロジスティック回帰分析

23

導入事例③

受験者への調査および資料請求履歴を分析し、大学向けマーケティング資料として販売
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導入事例④

[クライアント情報]
某メディア運用支援企業様
主要媒体合計の月間のPV2,000万人
閲読者の記事閲覧DBを保有

[導入の背景]
1) 単なる広告媒体では、これ以上の効

果が期待できない
2) 担当者の手作業によるリスト作成で
は限界がある

3) データ収集とリストの精度を向上で
きる手段が欲しい

[提案内容]
A) システムが補足したUBベースのwebログ解

析を行う
B) 記事をテキストマイニングし、分類をする
C) ある期間の広告出稿時のデータを学習し、

反応する確率の高いリストを作成する
D) 翌月からDSP広告配信業者から配信する

[導入の結果]
手作業で作成したリストの2.9～3.6倍に反応率
がUPした
補足したデータの誤りも多数発見し、改善項目
が明確になった

[分析手法]
ランダムフォレスト

クライアントの広告に関する閲読履歴を分析し、DSP広告配信向け業者にリストを提供
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お問い合わせ

お問い合わせ、お申し込みは下記宛てにお願いいたします。

株式会社ジーリサーチ
〒107-0052 

東京都港区赤坂8-5-40 ペガサス青山250
TEL：03-6432-9277  FAX：03-6721-1994

info@geer.jp
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