COMMUNICATION

2018 年 6 月版

ZUKKU

- 手のひらサイズのマーケティング支援フクロウ型 AI ロボ -

IBM Watson との連携で
自然な会話が可能に。

IBM
Watson®

CORPUS factory

3 か月検証パッケージ：99 万円

（ZUKKU セット ×2 + シナリオ作成 + IBM Watson 環境）

わずか 10cm! 世界最小・最軽量 AI ロボ
ホー

取得データはマーケティングに有効活用！

ホー

10cm

手のひらサイズでどこにでも設置可能。親しみのあるフクロウ

ZUKKU が取得した年齢 / 性別 / 表情 / 視線 / 音声などのマーケティ

どさまざまなシーンで活用できます。

していたのかを分析できます。

型 AI ロボットで、社内外のサービスカウンターや受付窓口な

画像認識で相手に適した情報を提供

ングデータを可視化。どの時間帯にどのような人がどんな反応を

対話形式での自然な会話が可能！
こんにちは！

人感センサーで人を検知。

ZUKKU から話しかけます！

何かオススメはある？

IBM
Watson®

何を食べたい気分？

画像認識で相手の性別や年齢、表情、視線などを解析し、その

IBM Watson との連携で、自然な話し言葉での会話が可能です。

表示してデジタルサイネージとしても活用できます。

を返します。

人に適した情報を ZUKKU が回答。また、タブレットに情報を

相手の意図や問い合わせ内容の文脈を正確に理解し、最適な回答

ZUKKU が自然な会話をするための ” 学習データ” は、プロがサポート！
あいさつや簡単な質問などの基本的な学習データの他に、応対する各業務ごとに最適な学習データをご提供します。
回答作成実績

IBM Cloud

質問

学習データの作成・制度向上を担当する専門組織「CORPUS factory」

基本
学習データ

学習データに対するノウハウ / ナ

お預かりする情報を組織内

レッジを体系化 / 共有化し、専門

品質

に集約すると共に、特定の

あいさつや
簡単な質問など

IBM Watson
Assistant

回答

5,000 件以上！

場所で作業。安心してお任

組織として運営。

せいただけます。

専門組織にて対応する

学習データ

安全性

応対業務ごとに作成

ことで、品質の担保と
ボリューム作業への対

効率

応の両立を実現。

USECASE：店舗などでの販売促進 / 市場調査

● たくさんの商品から選べない、組み合わせが複雑で面倒などの理由により選べない、購入を迷われるお客様を ZUKKU がサポート
● 収集したデータから顧客の購入動向の把握や人気商品の分析など、マーケティングや新規ビジネスのヒントに活用

ZUKKU が取得したデータを分析

会話で購入を支援 & データ収集

カメラコーナー

A シリーズのカメラのレンズが
欲しいんだけど ...

どの
時間に ?

A シリーズのどのモデルの
カメラかな？

B シリーズ

んだけど、自分がどのモデルを使っ

A-2 だね！
このレンズが使えるよ。

どのレンズが使えるのかな？

マーケティングデータとして活用可能！

POINT

話し言葉などの自然言語の分析で、ZUKKU との会話内容から新たな知見を発見することも可能に。

ご提供価格
初期費用

ZUKKU セット

5 万円

（1～5 セットまで）

どんな
反応 ?

3 年前くらいだと思うんだけど ...

ているか忘れてしまった ...。

ブルー

年齢は ?

いつ頃購入したか覚えてる？

[SANDI-CAMERA] のレンズが欲しい

グレー

男性 ?
女性 ?

A-1 かA-2のどちらかだけど、
思い出せなくて ...

SANDI-CAMERA

？

のような人がどんな反応をしていたかを視覚化

こんにちは！
何をお探しですか？

ホーホー

A シリーズ

年齢・性別・表情・視線・音声などから、どの時間にど

オレンジ

ピンク

シナリオ作成

100 万円～

顧客満足度
向上

販売促進

商品開発
ヒント

4 色からお選びいただけます！
IBM Watson API

31.5 万円～

（初回：最低 6 か月契約）

合計

136.5 万円～

月額費用

ZUKKU 利用料

2 万円 / 台

※ZUKKU セットには、ZUKKU 本体 + タブレット（SIM 付き）+ 管理画面が含まれます。コンテンツ素材の作成、登録は含まれません。
（個別見積もり）
※ZUKKU セットの初期費用は、6 セット目以降、5 セットごとにプラス 5 万円となります。（6～10 セット：10 万円、11～15 セット：15 万円）
※最低利用期間 1 か月、1 セット単位でご契約可能です。
※ブルー / グレー / ピンク / オレンジの 4 色からお選びいただけます。ただし、在庫状況によってはご希望に添えない場合もございます。
※シナリオ作成には、シナリオ設計 / Watson 環境構築 / 学習支援 / ログ分析・精度向上 / 評価レポートが含まれます。
※シナリオメンテナンス（ログ分析・精度向上 / 評価レポート）は、オプションとなります。
※3 か月検証パッケージに含まれるシナリオ作成は、最大 10 シナリオ（3 階層まで）となります。

http://sandi.jp/sandiai
東 京都中央 区日本 橋 箱 崎 町 30-1 タマビル日本橋箱崎 〒103-8507
Tel. 03-5623-7353 Fax. 03-5623-7887 info@sandi.co.jp
IBM Watson は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corporation の商標です。
記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
記載された内容は 2018 年 6 月時点での情報に基づきます。内容は予告なく変更することがあります。

シナリオメンテナンス

20 万円～

（オプション）

