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プロフィール

2013 ～ 2016

大手ネットリサーチ会社　新規事業開発/データサイエンティスト

　→POSデータ/購買データ/店頭行動データの収集・加工・提案営業

2016 ～ 2017

株式会社FiNC Technologies 代表取締役室マネージャー

　→営業企画/事業開発/商品開発/代理店渉外などを担当

2017 ～ 現在

株式会社FiNC Technologies データ分析グループマネージャー

　→チームマネジメント/グロースハック/データ分析

湯通堂 圭祐
株式会社FiNC Technologies  

技術開発部データ分析グループ マネージャー



FiNC Technologiesとは？
Our Vision：一生に一度のかけがえのない人生の成功をサポートする

会社名：株式会社FiNC Technologies （2018年10月1日より社名変更）

設立　：2012年4月

所在地：東京都千代田区有楽町1-12-1 新有楽町ビル５階 

従業員：306名 （2018年11月1日現在 / FiNC Fit・アルバイト・インターン含む）

本社オフィス  

（東京）
米国オフィス  

（サンフランシスコ・メンローパーク）

FiNC Ads  
（広告企画事業）

FiNCプレミアム
（有料課金サービス）

FiNCモール

(EC事業 )

FiNC Fi t  
（パーソナルジム事業）

FiNC for BUSINESS

(健康経営事業 )

会 社 概 要

社外取締役及びアドバイザー
社外取締役：秋元 征紘  

　元ナイキジャパン社長 

社外取締役 :成松 淳

　元クックパッドCFO 

社外取締役 :御立 尚資 

　元ボストン・コンサルティング代表  

社外取締役 :吉田 行宏

　元ガリバー専務取締役

社外取締役 :岡島 悦子

　現プロノバ代表取締役社長 

松尾 豊 東京大学大学院特任准教授）

代表取締役 CEO 溝口 勇児

代表取締役 CFO 兼 CIO           小泉 泰郎

代表取締役 CTO                     南野 充則

取締役 副社長 CWO                乗松 文夫

取締役 CSO 兼 CAO               小高 功嗣

取締役 CISO                          小島 かおり

代表取締役及び役員



本日のアジェンダ

•本気で機械学習に取り組んだ理由
•FiNC秋の機械学習まつりの開催

•SageMakerを選んだ理由

•機械学習まつりで民主化は進んだか
•実際にSageMakerを使ってみた感想



本気で機械学習に取り組んだ理由
-  第1章  -



データ分析グループの歴史

2017年3月～ 
プロダクトリリース直後 

データ分析の役割 
・正しい数値を出す 

・グロースポイントを見つける 

当時の課題感 
・施策のKPIが決まってない 
・施策の評価ができていない
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全社横断で評価するためのLTVを出す
ユーザーの機能利用/行動タイプ毎に分類する

技術ドリブン期にやったこと
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↓
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データ分析グループの課題感

機械学習を利用するという選択肢がない
→機械学習という選択肢が当たり前になっている

（選択肢があっても）機械学習が魔法だと思われている
→機械学習でできることを理解している
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FiNC秋の機械学習まつりの開催
-  第2章  -



FiNC秋の機械学習まつりについて

誰でも参加可能
全社員が集まる場でプロジェクト説明。チームで誰でも設定可能に。

S a g e M a k e rを利用
SageMakerを選んだ理由は後述

実装して、アウトプット提出
企画だけでなく、実際にプログラムを走らせて、結果をまとめるところまでを
マスト条件としました。

アウトプットは評価して表彰
作成したアウトプットは実用性・技術的面白さ・課題のポテンシャルなどの  

項目から正当に評価。優秀者は全社員が集まる場で表彰。

Good point 
非エンジニアからも
企画は集まった

Good point 
モチベーションが

高まった



SageMakerを選んだ理由
-  第3章  -



SageMakerを選んだ理由

各自の作業環境の影響を受けない  
（WindowsとかMacとか）

作業環境の量産が簡単

AWSの他のサービスとの連携が簡単



機械学習まつりで民主化は進んだか
-  第4章  -



機械学習はうまく使えれば成果が出ると思う人が増えた

業務のどこに機械学習を使えるか？と考える人が増えた

機械学習に対して投資をしていこうという空気ができてきた

変わったこと



（参考）具体的にSagemakerを使ってリリースされた機能



（参考）その他の研究

•クラスタリング
•位置情報を使ったユーザーのクラスタリング
•ストアレビューが何について言及しているかの分類
•TRY機能の記事の類似度をDoc2vecで可視化

•異常検知
•プッシュ通知のKPIをもとにした異常検知



実際にSageMakerを使ってみた感想
-  第5章  -



実際にSageMakerを使ってみた感想

環境構築は思った通り、非常に簡単だった

他の人のコードを共有しやすかった

サービスへのデプロイもすごく簡単だった



ご静聴ありがとうございました ! !

-  THANK YOU  -


