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自己紹介
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一般財団法人日本気象協会
社会・防災事業部

気象デジタルサービス課
吉開 朋弘

■略歴
• 1986年：福岡県久留米市生まれ
• 2012年：京都大学大学院工学研究科修士課程修了
• 2012年：一般財団法人日本気象協会入社

■業務経歴
• 気象レーダーを利用した解析・コンサルティング
• 豪雨の早期探知やロケット打ち上げ支援
• 商品需要予測プロジェクト立ち上げメンバー
• 小売業を中心に需要予測コンサルティングを実施

■資格
• 気象予報士



日本気象協会とは
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内容

設立 1950年5月10日（2009年10月：一般財団法人化）

従業員数 837名（2021年7月1日現在）

主たる事務所 東京、札幌、仙台、名古屋、大阪、福岡

主たる業務 気象予報事業、気象情報提供事業、環境事業、防災事業

有資格者 気象予報士343名、技術士120名、博士19名

環境エネルギー事業
・気候変動対策
・再エネ発電量予測 など

メディア・コンシューマ事業
・TV・ラジオへの天気予報
・tenki.jpの運営 など ・道路・鉄道・河川防災事業 ・商品需要予測事業 など

社会・防災事業

日本気象協会は1950年創業の民間気象会社です。天気予報で培った予測技術を活用
し、電力・河川・商品需要など様々な現象の予測および活用支援を行っています。



商品需要予測事業
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気象を、ビジネスの味方に

 2014年：経産省実証事業
 2017年：事業スタート
 天気予報を活用した

商品需要予測
 メーカー・外食・小売
 食品ロス削減・売上向上



気象データ活用実績
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平成28年度省エネ大賞 経済産業大臣賞（ビジネスモデル分野）受賞
第17回物流環境大賞 物流環境大賞を受賞
第4回食品産業もったいない大賞 農林水産省食料産業局長賞

取組企業様 商品 実績

サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン

在庫回転率向上
森永製菓株式会社

inゼリー 出荷量予測を利用し滞貨品在庫20％削減

鮮度維持 チョコモナカジャンボ パリパリ感維持のため製造後5日以内を目標に出荷

生産調整 相模屋食料株式会社 豆腐 需要予測を利用し食品ロス30％削減

物流 ネスレ日本株式会社 飲料 2週間気象予測で意思決定を前倒しCO254％削減

終売 株式会社Mizkan 冷やし中華 中長期需要予測を利用し最終在庫が20％に減少

客数予測 ビアホール 来店客数 予約を利用するより約20％の精度向上

販
促

ウレビヨリ 株式会社 電通 CM 需要予測を広告施策に利用

販売計画 小売事業者 精肉 棚割り最適化で売上10.5％増加、ロス1.1％減少

販促 消費財メーカー様 蚊ケア商品 JWA天気予報サイト tenki.jpで指数情報を公開

棚割り 株式会社アダストリア アパレル 気象に合わせたフェイスの最適化

CPFR 製販連携 豆腐 需要予測共有し見込生産を受注生産に。ロス95％削減



気象データの活用ステップ
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コンテンツ

気象データ
Weather Data API など

共通版需要予測指数
売りドキ！予報 など

オリジナル需要予測
来店客数・商品別需要予測

• 日々の天気予報
• 洗濯・紫外線・星空指数など

日々の天気予報から気象データ活用へのステップアップ支援として、予算感に応じた
様々なサービスをご用意しております。

天気予報
tenki.jp など

• 日々の天気予報（市区町村別）
• 体感指数(SNSデータ)
• 需要予測指数

• 日々の天気予報（任意地点）
• メールマガジン
• 長期予報解説動画 など

• 日々の天気予報（任意地点）
• オリジナル来店客数予測
• オリジナル需要予測

期待効果

• 1週間先の天気が分かる
• 一般的な指数情報

• 今日～1週間先の体感が分かる
• 売れやすい商品が分かる

→ 販促・仕入れへの利用
• 12週先までの長期気温予測

→ 販売計画への利用

• あなたの店の天気予報
• 過去データ(気温・天気・雨・雪…)
• 予報士による天気解説 など

• あなたの店の天気予報
• 来店客数・商品の売上予測
• 活用コンサルティング など

導入コスト

ー

月額8千円～

月額3万円～

月額10万円～
＋貴社データ提供



#小売り業向けサービス

#全国市区町村別

#体感指数予測

#550カテゴリの
需要予測指数
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売りドキ！指数の利用データ
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POS
データ

体感指数

SNS
データ

需要予測
指数

気象
データ

株式会社True Data社が保有する全国の小売店のPOSデータと、日本気象協会が保有
する気象データ、SNSの「暑い/寒い」のつぶやきデータを基に作成しています。

✓ 全550カテゴリ
✓ 体感に応じた売れ筋
✓ 降水効果・季節イベント

✓ MDカレンダー連携
✓ ポップアップ通知
✓ 来店指数カスタマイズ



売りドキ！予報Web画面
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超売りドキ！

おでん
ロールキャベツ
半調理揚物
グラタン・ドリア

11月29日は
最低気温5℃以下

不調
フライドポテト
サラダ
焼き魚 春巻き
カツ フライ
酢の物 和え物 ピザ

11月27日は
最低気温8℃、午後雨

11月26日予報

【情報内容】
• 今日～1週間先の気象
(市区町村別)

• 体感指数（9段階）
• 売りドキ！指数
（絶不調～超売りドキ！）



売りドキ！予報Web画面
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MDカレンダー
・12週間先までの気温予測
・その時期の売れ筋商品

来店指数
・曜日別の来店傾向を設定可能
・雨の影響による客数減小も反映可能



体感指数の活用：相模屋食料様(寄せ豆腐)
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体感の変化を
加味した

豆腐指数の作成

食品ロス

約30％削減

需要予測精度向上



体感指数の活用：店頭販促
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♪今日は暖かいですね
チンゲンサイ、
アスパラなどの

炒め物は
いかがですか…

♪今日は寒いですね。
こんな日は鍋が食べたく

なりますね。
白菜、ブリなどは
いかがですか…

体感指数

店内CM



体感指数の活用：店頭販促
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青果カテゴリ比較店舗と比べて、曜日平均対比最大63％UP！

86%
70%

110%116%

チンゲンサイ アスパラ かぶ

比較店

実証店

133％ 138％青果カテゴリ売上伸び率(曜日平均比)

＋30％ ＋63％
＋28％

実験期間：2018年10月17日（水）～11月7日（水）
実験店舗：ロヂャース浦和店
比較店舗：ロヂャース新座店
協力：北辰商事株式会社
協力：一般社団法人全国スーパーマーケット協会



売りドキ！指数の活用：パン
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パンの発注・製造・陳列量の調整や、店舗スタッフの増減を決定するために
「売りドキ！予報」の情報を活用。

「売りドキ！予報」の情報を活用した成果

87％（8社中7社）が「売り上げが増えた」と回答
75％（8社中6社）が「廃棄を減らすことができた」と回答

実証実験に参加した小売事業者（唐人ベーカリー）
• 「商品を仕掛けるタイミングに使えた」

• 「売りドキ！予報の情報の活用により、店内全体でモチベー
ションが上がり、スタッフが気象の変化に敏感になれた。それ
によってチャンスロスが大きく減った」

• 「売りドキ！予報を導入後、前年比での月の商品の廃棄金額
が減少した」

• 「雨の日の廃棄量が減った」
JWAプレスリリース （ https://www.jwa.or.jp/news/2021/04/13080/ )

https://www.jwa.or.jp/news/2021/04/13080/


サービス導入費用
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WEBサービスご利用の場合は月額利用料、
データ送信サービスをご利用の場合は、月額利用料に加え初期費用がかかります。

月額利用料
（税込）

参照可能な範囲 契約・支払い方法

WEBサービス 9,600円 1地点（市区町村） ご契約書
毎月請求書発行

WEBサービス
（クレジット決済※）

8,800円 全地点閲覧可
※閲覧回数上限有

クレジットカード決済

データ送信
(CSV/API/PDF)

9,600円
(＋100,000円)

初期設定する地点 ご契約書
毎月請求書発行

※クレジットカード決済につきましては、注意事項が複数ございます。
WEBページに記載されている規約をご理解いただいた上で、ご登録をお願い致します。

https://ecologi-jwa.jp/apply/

例）
・上限閲覧回数 月1,550回程度（1日平均50回相当）
・複数デバイス（PC/スマホ/タブレット）からアクセスする場合は、1デバイス毎にカウントされます。



売りドキ！予報 説明会特典
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説明会特典

売りドキ！予報
1ヶ月無料体験！

説明会にご参加の皆様に
売りドキ！予報を1ヶ月無料体験可能
なお試しIDを発給いたします。

プロジェクト「小売事業者様問い合わせ」ページより

・京都市食品関連事業者向け説明会に参加
・売りドキ！予報お試しID希望

の旨を明記の上お問い合わせください。
https://ecologi-jwa.jp/contact/form.php?inquiry-type=2
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ありがとうございました。


