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ビッグデータ分析支援サービスの提供開始に関するお知らせ 

 

記 
 

テクマトリックス株式会社（以下テクマトリックス 本社：東京都港区、代表取締役社長：由利 孝）は、この

度、「BI導入支援サービス」の提供を開始しますので、添付の通りお知らせします。 

本サービスは、ユーザ企業様が革新的なオープンソース*テクノロジーによるデータ分析システムを導入する

際の技術的な課題を、当社の有する豊富なノウハウにより解消し、BI（ビジネス・インテリジェンス、データ分

析による意思決定支援システム）導入をよりスムーズに行うための支援サービスです。 

 

 本サービスは、当社の「BIソリューション」に関連したサービスとして提供します。 

「BI ソリューション」は、ユーザ企業様の膨大な情報（ビッグデータ）を必要に応じて統合し、意思決定の

ために必要な分析や組織内の情報共有に活用するばかりではなく、情報の中に隠された一定の法則性を導き出し、

正確な売上・在庫予測や機会損失・リスクの未然防止等といった有用な情報活用を可能とします。オープンソー

スを活用することで低価格な初期費用で導入を可能にしました。 

 

■用語解説 

* オープンソース：インターネットなどを通じて公開されているソフトウェアで、改良等が自由に行えるもの。 

以上 
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2013 年 9 月 20 日 

報道関係者各位 

テクマトリックス株式会社 

（東証一部 / 証券コード:3762） 

テクマトリックス BI ソリューション 

「 BI 導入支援サービス」 提供開始 
ユーザ企業様ご自身による BI システム導入を全面的にサポート 

テクマトリックス株式会社（以下 テクマトリックス：東京都港区、代表取締役社長 由利 孝）は、ユー

ザ企業様ご自身がビジネス・インテリジェンス（BI）システムを構築するための支援 「BI 導入支援サービ

ス」の提供を開始します。本サービスは、ETL を用いたデータウェアハウスの構築、OLAP キューブの作成、

レポート／ダッシュボードの設計など、ユーザ企業様の BI システム導入を妨げる様々な技術的ハードルを、

当社の保有するノウハウにより解消します。ユーザ企業様と当社が共同で BI システムを構築することで、

ユーザ企業様ご自身による永続的な BI システムの運用が可能となります。 

尚、当社では、本サービスの販売開始により、今期中に10社のユーザ企業様への本サービスの提供・導入

を目指します。また、2013年12月末日までに本サービスをご注文いただけるユーザ企業様には、特別価格に

て提供します。 

• 製品評価サービス 

オープンソース BI スイート『Pentaho』『Jedox』、及びカラム指向型データベース『Infobright』を

ご検討のユーザ企業様に対して、実際のデータを利用してユーザ企業様の環境で各製品をご評価いた

だくことができるサービスです。 

• インストレーションサービス 

BI スタートアップのユーザ企業様に、各製品の初期インストール業務をご提供するサービスです。 

• プロフェッショナルサービス 

データウェアハウスの構築、多次元データモデルの作成、レポートの作成等といった BI に欠かせな

いシステム要素の構築をご要望に合わせてサポートします。また、一部プロトタイプの構築を弊社が

サポートし、BI システム導入を円滑に実現するためのご支援を行います。BI システム導入後の課題

や問題がある場合、問題の特定と解決方法のアドバイスを行い、レポートします。 
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テクマトリックスの BI ソリューションについて 

BI ソリューションでは、累計 500 万ダウンロード以上、全世界で 2,000社以上が導入しているオープンソ

ース 『Pentaho』を中核とした BI のワンストップ構築サービスをご提供しています。ビッグデータをはじ

めとする最先端テクノロジーをサポートし、充実した機能と柔軟なカスタマイズ性を有しており、エンター

プライズなシステム要件を満たします。更に、低価格な初期費用で導入することができるため、BI のスモー

ルスタートを可能とします。また、Excel プラグインを有したインメモリ型のオープンソース BI スイート

である『Jedox』や、カラム指向型で高圧縮技術を採用した高速検索データベース『Infobright』、オープン

ソースデータマイニングツール『rapid-i』 をユーザ企業様のご要望に合わせてインテグレーションする BI 

のトータルソリューションです。 

テクマトリックス株式会社 について 

テクマトリックスは、クラウドコンピューティング時代に技術革新をもたらす情報基盤技術のインテグレ

ーションを提供する「情報基盤事業」と、ソフトウェア技術を駆使し顧客の抱える問題領域におけるベスト

プラクティスを実装したアプリケーションの提供を行なう「アプリケーション・サービス事業」を行ってい

ます。これらの技術を駆使し、EC 分野、金融分野、テレコム・通信分野において、お客様のニーズに適合し

たソリューションの提供、インテグレーション、システムの受託開発・運用保守などのサービス提供、更に

は、コールセンターシステム、医用画像システム等の自社製品の開発も行っています。 

オープンソース BI スイート「Pentaho」セミナー開催のお知らせ 

 Pentaho を活用したハウツーセミナーを実施します。次回セミナーの概要は以下の通りです。 

『金融機関様向け BI （ビジネス・インテリジェンス）セミナー』 

• 概要     ：  

オープンソース BI スイート 『Pentaho』 は、Hadoop を初めとするビッグデータをサポートし、「デー

タ統合」に加えて、 「BI」 や 「データマイニング」をワンストップで実現します。セミナーでは、 『Pentaho』 

を活用した分析手法を、デモンストレーションを交えてご紹介します。（一部内容に変更が生じる可能性

があります） 

• 開催日程   ： 2013 年 10 月 21 日（月） 15:30 ～ 17:30 （15:00 受付開始） 

• 開催場所   ： テクマトリックス株式会社 東京本社 3 階セミナールーム（東京、品川駅徒歩 3 分） 

• 定員     ： 20 名 

• お申込み方法： 下記にございますお問い合わせ先までご連絡下さい。 

Pentaho Japan Roadshows 2013 （株式会社 KSK アナリティクス 主催） 

販売パートナーであるテクマトリックスの提携先となる KSK アナリティクス社において、Pentaho 本社よ

りゲストを招いたロードショウが開催されます。 

• 開催日程 ： 

 【東京会場】2013 年 9 月 25 日（水） 13:30-17:00 （13:00 受付開始）  

 【大阪会場】2013 年 9 月 27 日（金） 13:30-17:00 （13:00 受付開始） 

• 内容 （※下記の内容は変更となる可能性がございます） 

 「Pentaho ビッグデータソリューションへのチャレンジとポテンシャル」 

（Davy Nys, Pentaho VP of Enterprise Sales EMEA&APAC） 

 LIVE Demo： Pentaho ビジネスアナリティクス 

Pentaho ビジネスアナリティクスサーバーの最新機能を、デモンストレーションを交えてご説明し

ます。  

（KSK アナリティクス Pentaho コンサルタント） 

 LIVE Demo： Pentaho データ統合 

Hadoop やさまざまな NoSQL との親和性の高いデータ統合ツールを、デモンストレーションを交え

てご紹介します。  

（KSK アナリティクス Pentaho コンサルタント） 

 サクセスストーリー  

すでにご導入いただいている企業様等より、導入に至った経緯、評価や今後の課題などをお話しい
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ただきます。（TBD・Pentaho 導入企業） 

 今後のロードマップ、日本でのサービスのご紹介 

• 詳細 ： 以下 URL をご確認ください。 

http://www.pentaho-partner.jp/sei.html 

お問い合わせ先 

本プレスリリースに関するお問い合わせは、下記までお願いします。 

テクマトリックス株式会社 

カスタムメイドソリューション事業部 カスタマーソリューション営業部 

カスタマーソリューション営業課 エンタープライズソリューションチーム 

担当：佐藤、上村 

TEL: 03-5792-8608  FAX: 03-5792-8708  E-mail: cs-sales@techmatrix.co.jp 

URL: http://www.techmatrix.co.jp/cs/bi/index.html 

 

※ 本原稿に記載されている社名及び製品名等は、各社の商標または登録商標です。 
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