Case Study

顔認証を使ってユニークでインタラクティブな体験を実現
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Since the project launch in 2017, NEC Chile has
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導入後の成果

顔認証を活用し、来場者の好みに合わせた体験を提供
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Program for potential implementation in Colombia.
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Delhumeau, Head of Technology, NEC Chile.
に、来場者一人ひとりが夢中に
なれる、特別な体験を提供でき
るようになりました。
この取り組みは、NEC の顔認
証技術が、従来のセキュリティ
ー目的のみならず、顧客体験（カ
ス タ マ ー・エ ク ス ペ リ エ ン ス）
向上にも貢献した一例となりま
した。「館内で NeoFace を体験した方々の反応を見られるのは非常
に嬉しいです。自分の顔アイコンと、好みのコンテンツが飛び出てく
ると、皆さん驚かれます。」とウィルソン氏は話します。
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