
STRICTLY CONFIDENTIAL

知能業務の自動化DXで、貴社の利益を上げる
－なぜノーコードAIが選ばれるのか－

株式会社トライエッティング | サービスご紹介資料

10.6



知能業務の自動化DXで、貴社の利益を上げる

このたびは

「知能業務の自動化DXで、貴社の利益を上げる UMWELT(ウムベルト)」をご覧いただき

誠にありがとうございます。

本資料ではデータ活用の重要性について

そして「なぜノーコードAIが選ばれるのか？」について

UMWELTが提供する3つの価値をベースに

機能や導入効果について、ご紹介させていただきます。



開発・提供元 TRYETINGについて
「知能業務の自動化」を通じて企業の利益向上を実現する企業です。
サプライチェーンにおける「ヒト・モノの最適化」を得意にしています。
メーカー・卸売・小売などの多くの大企業にご利用いただいています。

 

 

社名 株式会社トライエッティング(TRYETING Inc.)

設立 2016年6月6日

本社 愛知県名古屋市中区

従業員 約15名(パートアルバイト含む)

事業内容 サプライチェーン領域における業務特化型拡張知能(AI)技術の研究開発およびライセンス事業

資本金 712,984千円(資本準備金含む)

経営陣

代表取締役社長・CEO兼CRO 長江祐樹
取締役副社長・COO 菅沼美久
取締役副社長・CTO 竹島亮
CSO 田中明庸
社外取締役 和田浩一(元三菱商事執行役員・中部支社長)
監査役 小川重彦
技術顧問 財満鎭明(日本応用物理学会会長・元名古屋大学副総長)

外部株主 豊田合成・東急不動産HD(TFHD Open Innovation Program)・東海東京インベストメント・
あいぎん未来創造ファンド・日本材料技研　他



ノーコードAI・UMWELT(ウムベルト)は、散らばったデータを集約し、一元管理・分析を行うことで
眠っているデータを「価値ある資産」へと変える唯一無二のノーコードAIサービスです。

なぜ数あるAI開発・データ分析サービスがある中で、UMWELTが選ばれているのでしょうか。
そこにはUMWELTがもたらす3つの価値があります。

ノーコードAI・UMWELT(ウムベルト) がもたらす3つの価値
 

①脱属人化・生産性向上

②インサイト*の獲得

③競争力向上

貴社に眠る紙・デジタル・ノウハウといったデータは
活用することで事業成長を支える大事な企業資産となります。

*データ分析した結果から得た
  新たな知見・気づき



「データ活用の3つの壁」とは
企業のデータ活用においてAI白書(2020)によると、下記の課題があると言われています。

 

データ分析に精通した、専門教育を受けた人材を採用しなくては自社
データを、理解し意味のある形で分析できません。
その多くは年収1千万円以上で、数も少ないのが現状です。

AI/DX人材の不足

データ統合・前処理が複雑

導入コストが高い

１

2

3

そもそもデータ自体がExcelや複数のデータベース・基幹システムにま
たがることが多く、意味のある分析を行うのに非常に工数がかかりま
す。通常データサイエンティストも多くの工数をこの前処理にかける
ため、すぐに分析結果を出すことができません

巷に溢れるAI開発会社への依頼も、ツール導入も、現状ですと非常に
コストが高いのが否めません。またAI自体を稼働させるインフラなど
の開発費用も忘れてはなりません。自社開発も相応の時間と開発労務
費を覚悟しなくてはなりません。

開発期間12ヶ月・3160万円の費用*をかけた後に
初めて効果がわかる...

(しかもアプリ開発・インフラ開発は別途追加)

多くのAIプロジェクトが

         * 出典
● 平均導入期間：MONOist『進まぬ製造現場のAI活⽤、AIベンダー側と

ユーザー側のそれぞれの事情』（2020）より引⽤
● 平均導入金額：独⽴⾏政法⼈情報処理推進機構 AI⽩書編集委員会編

『AI⽩書2020』（2020）よりAI導⼊済企業とPoC実施中企業の平均値を引⽤
● 導入期間に関してはデータの状況により異なる場合がございます。



 

「ノーコードAI」だからこそ「データ活用の3つの壁」を乗り越えられる
UMWELT(ウムベルト)は「知能業務の自動化AI」を「高速・安価」に実現する、ノーコードAIサービスです。
「たったの３ステップ」でデータ収集から解析・実装までの流れを「ノーコード」で実現可能です。

①データを収集して ②ブロックでAIを作成して ③結果が出る

【例：需要予測エンジン】
飲食店・メーカー・リテールなどの需要予測

一度に20万品番などの計算も
店舗別・商品別売上なども計算可能

１ 2 3

この間たったの3分*。結果が出るのが早いから効果が出る「本当に使えるAI」を提供
*実績。100店舗2年分のPOSデータを利用した売上予測においてデータ取り込み、集計、学習、推論までの一連の処理において。



UMWELTに備わる3大機能
UMWELTにはあらかじめデータ活用に必要な3種類の機能を内包しています。
これらをゼロから開発することなく、ノーコードでご活用いただけるので
Excelを使えるレベルの人材であればトレーニング後、簡単に使っていただけます。

 

データ収集・前処理 AI・モデリング・解析 実装・システム結合

各所に保存済みのデータを前処理し
ひとつのデータに集約。

システムからデータを
自動で連携・収集することも可能です。

集約したデータを、AIに学習させたり
意味のある形に分析・解析。

自動機械学習機能を搭載しているので
データを投入するだけ。
需要予測も簡単に実装。

作成したAIを自社のシステム上や
各種データソースに連携して

分析結果を集約可能。

自社サービスにしてリリースも可能。
スケジューラ・バッチ処理も可能です。

API / SFTPなど

自社DB

自動学習集約・前処理



国内におけるAI開発サービスにおいて、費用あたりの機能/価格別で4つのカテゴリがあると考えています。
あらかじめ多様な機能を備えて提供する「ノーコード型」において、弊社は群を抜いて安価に提供しています。

AI作成サービス型
業界で「AIクラウド製品」
とよばれているものがこの型。
データ分析をするのが主目的。
データサイエンティストを必要とする。

業界比較：価格・機能
 

安価

高価

費用あたりの
機能数・多

費用あたりの
機能数・少

受託開発型
文字通りゼロから開発する。
国内400社以上のAI開発企業
が開発工数を由来とする見積
が高い。下請け構造も。

ノーコード型
AI・RPA含む
多様な機能をあらかじめ具備。
 UMWELTはとりわけ
「知能業務自動化」に特化。
既に他社で効果が出たエンジンを
そのまま使えるので
費用対を見積りやすい

RPA型
PC業務の自動化を行う。
多くがパッケージソフトに
なっており安価。
複雑な業務の自動化はできない。



ご活用事例
①脱属人化・生産性向上

②インサイトの獲得

③競争力向上



飲食店・発注業務の自動化
● 飲食店での自動発注の仕組みの例
● お客様が現場で元々作業しているシートを維持した状態で、既存サービスへの結合も考えて、需要予測エンジンを導入

①脱属人化・生産性向上

外部サービス連携

AI部分

現場の元運用



AIで配送最適化
を実現

配車業務の自動化から、帳票作成・FAX送信まで
● AIによる配車業務の自動化を実現し、大幅な工数の削減を達成。
● しかし輸送業者へのFAX送信業務は残ったまま...
● そこでFAX送信の手前の帳票作成まで自動でAI化し、FAX送信を自動で実施してしまうことで現場に落とし込みました

①脱属人化・生産性向上

自動で作成した帳票のPDF化・
FAXでの自動送信

クライアント
(廃棄物処理事業) 輸送業者

配送計画の自動作成を実現したものの、計画を記した
帳票をExcelで作成し、手作業で毎週数十社の輸送業者に

FAX送信する手間が残っていた。
この手間も弊社で完全に自動化した。



歩留まりカイゼン要因分析
現場が見落としていた要因をUMWELTを利用して5分で発見。
10年分の製品不具合データと、それに伴うプロセスデータから、自動機械学習機能による変数重要度解析を実施。

②インサイトの獲得

*実績。自動車部品に関する品質保証問題の案件より。



新規出店分析・物件取得計画立案
過去の出店実績・売上・店舗形式などのデータと、立地に紐づいた要因(吸引率など)を条件とし自動機械学習・売上予測計算。
さらに売上予測結果を下記のように地図上に色・バブルの大きさで表現し、コロナで現地視察に制約があった状況下でも
精緻なリサーチと分析が可能となりました。

②インサイトの獲得



メーカー在庫3割減
人間では考慮しきれない十数年分・数万品番の過去販売実績データから需要予測。
天気データなどの外的要因データを考慮した効率的な在庫管理を実現。
とりわけ営業の心理的要因(欠品回避圧力)によって過剰に発注してしまう分野では破壊的な効果を実現。

③競争力向上

ウェザーニューズ社のゲリラ豪雨・体感気温予測のデータを利用することで
小売店の立地に依存した売上の変動も予測可能。

TIPS



新材料開発〜超電導材料組成の最適探索
UMWELTはR&D(研究開発)の領域でも広がっています。
既知の実験データを学習し、莫大な組み合わせの中から、特定条件の実験条件を探索することが可能です。

③競争力向上

* 86パラメータ, 数万サンプルの学習による。学習時間は10分程度、最適化計算には右図の条件を得るの
に10分程度の最適化を実施。適切な制約条件・初期値設計の元で実施している。



最適人員配置(シフト自動作成)
シフト作成の時間を0.8%に削減。複雑な条件を考慮したシフト作成の工数削減を実現。
シフト作成に特化したサービス・HRBEST (ハーベスト)もございますので、ご予算・用途に合わせてご紹介いたします。

③競争力向上

10 時間 5分

*1 コーナー：シフト作成を実施するひとまとまりのスタッフのグループを指し、1つの施設内に複数のコーナーが存在する状況でシフト作成を実施している。
*2 弊社調べによる。

99.2%削減

1コーナー(*1)にかかるシフト作成を10時間(*2)とし、1施設に10コーナーある場合を仮定すると1190時間/年間で削減可能。

夜勤・所定労働条件・スキル・相性など複雑な条件を考慮したシフト作成が可能。



ニーズに応じたプラン
需要予測は4.98万円から利用可能。
お求めやすい価格のプラン構成でご提供しております。

 

需要予測担当者 AI/DX導入担当

AI/DX担当 システム担当

AI/DX担当 システム担当

● 性能確認のためにまずは使ってみたい
● 需要予測だけでいい

● データの前処理も時間かけて行っている
● データ量がとにかく多い
● 可視化(BI作成)・AI作成も手伝って欲しい

● 元来データ分析実施
● 社内でしっかり使わせてやりたい
● IPアドレスの制限などを管理したい

BASIC
プラン

PRO
プラン

ENTERPRISE
プラン

2021年 IT導入補助金対応



価格プラン
用途に応じて柔軟なプランをご用意しております。初回導入は別途かかります(50万円(税別))※1,2

 

BASIC
(システム連携あり)

通常 60万円 / 月

→ 45 万円/月額

(年間契約・25%OFF)

PRO
(AI＋あり)
通常 98万円 /月

→ 70 万円/月額

(年間契約・29%OFF)

ENTERPRISE
(高セキュリティ対応)

98 万円/月額

(年間契約のみ)

自社システムとの連携などを
使いたい企業様に

AI＋で更なるデータ活用を
行いたい企業様に

セキュリティ対応を
行いたい企業様に

提供形態 専用
インターフェース

専用
インターフェース

専用
インターフェース

API ✅ ✅ ✅

データレイク容量 10 GB 100 GB 500 GB

バッチ処理 ✅ ✅ ✅

オンラインサポート※3 ✅ ✅ ✅

月間契約の最低利用期間 ３ヶ月 ３か月 12ヶ月

AI＋ – ✅ ✅

IPアクセス制限 – – ✅

 子ユーザー管理 – – ✅

おまかせサポート※4 ✅ ✅ ✅

※1 AI実行1回当たりサーバー代金として100円加算されます ※2 サービス内容は予告なく変更される場合がございます。 ※3 オンラインサポートではシステム上のお問合せ窓口よりご質問などを行っていただけます。
11時から17時までのご対応3営業日を目処にしたご返答をいたします。※4おまかせサポートは年間ご契約のお客様へのご提供となります(別途お見積) 

2021年 IT導入補助金対応



おまかせサポート価格表
有意義にご活用いただくため、作業代行、コンサルティング、BI作成、トレーニングなどのプランを提供しています。

 

プラン名 業務内容 価格

①メーカー
UMWELT上でご活用いただくアルゴリズムの組み合わせである

「レシピ」作成代行、AIに学習させるために作るデータセット

の設計・作成を代行いたします。

10万円 / 月

②インテグレータ
UMWELTのAPIやシステム連携機能を使った貴社システムとの

連携設定の代行をいたします。
10万円 / 月

③コンサルタント
貴社のご担当者様と伴走しながらひとつのAI・DXプロジェクト

を作業フォローいたします。

コンサルタント：15万円 / 月

データサイエンティスト：65万円 / 月
(各役割を複数人で担うチームでの対応をいたします。デー

タサイエンティストはコンサルタント契約済みのお客様にご

契約いただけます。)

④エクスプローラ
BIツールを活用して、分析データなどをご利用いただきやすい

形で可視化ツールを作成します。世界的なツールとして著名な

tableauを利用します。

構築費用50万円 / BI 1つ

(構築後運用代金3万円/月、改修などに関しては

コンサルタントプランをご利用ください)

⑤トレーナー
UMWELTのご利用に関する講習会を実施します

(2時間/回、人数制限なし)
50万円 / 回

※1 ①〜④の最低契約月数は3ヶ月となります。※2 ①はデータセットの設計をGoogle Spreadsheet上で、元データを変換するのに必要な処理などをレシピで作成いたします。元データなどの収集に関
しては貴社で実施でお願いいたします。 ※3 ③コンサルタントプランはレシピの作成指導の他に、データを具体的にどのように活用すればいいか、レシピをどのように組めばいいかをサポートするもの
です。期間内に2時間の工数以内で実施いたします。データサイエンティストのアサインに関しては、データ構造や分析を弊社所属のデータサイエンティストが実施・レポートするものであり、コンサル
タントではお答えできない専門性の高い内容について作業するものです。 ※4 ④エクスプローラプランに関してはTRYETING社保有のtableauアカウントにてBIを作成し貴社に提供いたします。tableau
以外のBIツールでの作業は受け付けておりませんのでご了承ください。 ※5 ⑤トレーナープランで提供する内容は「初回導入」で提供する内容と同様です。 ※6 利用ツールは基本TRYETING社が利用す
るツールに準拠していただけますようよろしくお願いいたします。詳しくはお尋ねください。 ※7 いずれもオンラインでのご対応となります。



導入期間の例
これまでに実施してきた、サプライチェーンの上流〜下流にかけての実装例を下記にまとめます。
内容に応じて必要なものを必要な分だけ選んでいただけるので、圧倒的なコスパと速さで実装が可能です。

 

他社(業界平均)

12ヶ月 3160万円

1.5ヶ月

3ヶ月

3ヶ月

6ヶ月

15万円

75万円

125万円

320万円

大手メーカー：需要予測の自動化・高精度化 … ①

大手メーカー：需要予測の自動化・高精度化 & RPAシステムとの連携 … ①・②

大手スーパーマーケット：店舗別売上予測 & BI作成 … ①・③・④

大手飲食店チェーン：店舗別売上予測 & 自動発注システム連携 … ①・②・③・④

実績。貴社のデータの収集状況・要件に応じて変動します。



「AI+ (AIプラス)」について
BASICプランで提供しているAIのうち、さらなるデータを追加すると強力な効果を発揮するAIエンジンを提供しています

 

BASICの需要予測(すでに精度・高) AI＋の需要予測(イベント要因こみ)

需要予測

実績値

AI＋の需要予測で精度向上

実績値

需要予測

イベント要因：コロナによるロックダウン・GW・販促イベントなど

実際の案件での実績をベースにしたイメージ画像です。実際の効果は貴社のデータの収集状況に依存します。

さらなるデータを収集していただくことで、細かい要因を考慮した需要予測が可能

店舗別の需要予測などさらに精度向上を狙いたいお客様にご活用いただける「プラス」なエンジンです



PRO
プラン

業界比較：導入期間・費用
圧倒的にコストを小さく設定しながら、手早く導入ができるのがノーコードの強みです。
そのためきちんとお客様に利益を確保していただけます。

 

200

400

0

0 300導入金額(万円/月)

導入期間
(日)

BASIC
プラン

業界平均
(12ヶ月開発/

総額3160万円〜)

他社の追随を許さない、圧倒的な速さと提供価格を実現

74%以上のコストカット

75%以下の期間で導入

● 平均導入期間：MONOist『進まぬ製造現場のAI活⽤、AIベンダー側と
ユーザー側のそれぞれの事情』（2020）より引⽤

● 平均導入金額：独⽴⾏政法⼈情報処理推進機構 AI⽩書編集委員会編
『AI⽩書2020』（2020）よりAI導⼊済企業とPoC実施中企業の平均値を引⽤

● 導入期間に関してはデータの状況により異なる場合がございます。



大企業にて、多くのご活用実績
● 豊田合成(株)から出資(シリーズA：2019年8月)

○ 材料開発・製造最適化を目的とした一歩踏み込んだ関係で取り組みを実施

● 東急不動産HDとの業務提携(シリーズB：2021年3月)
○ 需要予測・シフト作成やデータ活用などの実用観点で取り組みを実施

 



導入効果の一例
きちんと効果も出してまいりました。
ノーコードAIにこれまでのノウハウが全て詰まったエンジンが搭載済みなので、費用対効果を上げやすくなっています。

 

大手繊維系卸売
需要予測に基づき最適在庫数計算および

発注業務の自動化

大手宿泊施設運営
夜勤・スキルなどを考慮した

シフト作成の自動化

大手自動車部品製造
材料配合パターンのシミュレーション

大手製薬原料製造
プロセス条件のモデル化と

パラメータ調整自動化

大手飲食チェーン
原材料発注数の自動計算と

自動発注システム構築

大手化粧品・化学品メーカー
EC・実店舗における発注数・生産数最適化

需要予測自動化

在庫回転率1.5倍 年間24万時間削減

開発期間の大幅削減 生産プロセスの自動化実現

発注工数削減・廃棄ロス大幅減 在庫20%削減



さいごに

改めまして、この度は
ノーコードAI・UMWELT(ウムベルト)に

ご興味を持って頂きありがとうございます。

貴社のAI導入に向けて全力でサポートしてまいりますので
ご検討をいただけましたら幸いです。

ご不明な点などございましたら
下記までお知らせいただけますと幸いです。

お問い合わせ先
株式会社トライエッティング

愛知県名古屋市中区葵1-20-22セントラル名古屋葵ビル4F
代表電話:052-979-2110

MAIL:business@tryeting.jp
URL: https://www.tryeting.jp/

mailto:business@tryeting.jp
https://www.tryeting.jp/


お気軽にお問い合わせください。

株式会社トライエッティング
愛知県名古屋市中区葵1-20-22 セントラル名古屋葵ビル 4階

知能業務の自動化DXで、貴社の利益を上げる

本当につかえるAIを、ノーコードで。

これからの事業成長支える、新しいしくみです。


