AI-OCRとデータ連携で受注業務の大幅な効率化を実現
顧客ロイヤリティのさらなる向上に貢献
化粧品・サプリメントなどの研究開発、製造および販売を行っている株式会社ファンケルでは、手作業による現場業務の“不”を解消

して顧客対応へのリソース確保による企業価値向上を実現すべく、データ連携基盤「DataSpider Servista」を中核として各種

SaaSとの連携を一気通貫で可能にするリンケージサービスを活用。現場に適用した AI-OCRとDataSpider Servistaをシーム

レスに連携することで、受注登録業務の効率化を実現している。
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化粧品による肌トラブルが社会問題となっていた1980 年に、添加物を使わずに肌を美しくする本物の化粧品を多くの方に届けたいという思いから創業。「正義感を持って、世の中の“不”
を解消しよう」
とい
う創業の理念を今に受け継ぎ、現在は無添加化粧品やサプリメント、発芽米、青汁と事業を拡大。
美と健康の領域を事業ドメインに据え、通信販売や直営店舗販売などさまざまな顧客接点を持つメーカーとし
て多くの顧客から支持されている。
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