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BIソリューション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、株式会社 KSK アナリティクス（以下 KSK アナリティクス）と業務提携し、BI ソリューション（データ分析

による意思決定支援）の提供を開始します。お客様が保有する膨大な情報に隠された一定のパターンや法則性を

導き出し、正確な売上予測、顧客離れの未然防止対策等、有用な情報分析を可能とするビッグデータ時代に適し

たBIソリューションを提供します。 

 

今回提供する製品群を活用することで、複数 EC サイト、実店舗、ショッピングモール等、多岐に渡る販売

チャネルの実績情報、及びあらゆる関連システムに分散する膨大なデータを、要望に合わせて統合・分析を行い、

経営者向け、企画部門向け、経理部門向け、営業部門向け等、多彩なレポートを容易に作成することが可能にな

ります。 

 

今回の業務提携により、KSK アナリティクスが扱う情報分析技術と、テクマトリックスの EC サイト総合支援

やクラウド技術等を組み合わせた多種多様なカスタムメイドBIソリューションを提供します。今後EC業界向け

BIに加え、他業界への展開も検討を進めます。 

以上 
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2013 年 5 月 30 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 ソリューションの提供開始

～ 株式会社 KSK アナリティクス と業務提携 ～

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、優れ

たオープンソース BI（ビジネス・インテリジェンス）スイート『 Pentaho 』『 Jedox 』『 rapid-I 』を中

核とする BI ソリューションの提供を開始します。お客様が保有するあらゆる情報の統合（ ETL ）、収益デ

ータ等を多角的に分析（ OLAP 分析）、ダッシュボード上でリアルタイムな事業業績の閲覧、経営者向けレポ

ート・経理部門向けレポートの作成、営業部門の予実管理、マーケティングの効果測定等の実現を支援しま

す。更に、膨大な情報に隠された一定のパターンや法則性を導き出し、正確な売上予測や、顧客離れの未然

対策等、有用な情報を見つけ出すデータマイニングを可能とします。また、データマートを構成するデータ

ウェアハウスには、ハイパフォーマンスを実現するカラム指向型データベース『 Infobright 』を用い、ビ

ッグデータ時代に適した BI のトータルソリューションをご提供します。

テクマトリックス BI ソリューションの特徴

テクマトリックスの BI ソリューションは、多種多様な業界向けシステムの構築実績とそのノウハウをベー

スに、テクマトリックスが得意とするオープンソーステクノロジーを駆使して、エンタープライズ向けのカ

スタムメイド BI システムをご提供するものです。特徴は以下の通りです。

• EC サイト総合支援“ EC トータルソリューション ” とコラボレーションした EC 業界向け BIシス

テムの構築メニューをラインアップに取り揃えています。今後、EC 業界向け BI に加え、他業界へ

の展開も検討を進めています。

• クラウド技術を駆使し、圧倒的なパフォーマンスと可用性に長けた情報インフラ基盤をご提供します。

• パソコンに加え、タブレット上での BI を可能とするプラットフォームをご提供します。

• お客様に向けた製品導入プログラム（プロフェッショナルサービス）をご提供します。
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 EC 業界向け BI のご紹介

【実績レポート作成】

複数 EC サイト、実店舗、ショッピングモール等、多岐に渡る販売チャネルの実績情報を集計することで、

売上情報、在庫情報、販売数といった情報を、ダッシュボード上でタイムリーに確認することができます。

また、エンタープライズ向けに用意されたグラフやチャートを利用し、ドリルダウン機能・クロス集計を

行うことで詳細なデータ分析を行えるだけでなく、多彩なレポートフォーマットを利用して経営レポート

の作成が容易に実現します。

【マーケティング効果測定】

アクセス解析ログツールと販売実績、顧客情報などの情報資産を活用し、最も効果的なマーケティング手

法を確認することができるようになります。最適な投資で、反響アップや顧客の囲い込み、また売上の向

上が期待できます。

【在庫管理最適化】

売上情報、商品情報、在庫情報、倉庫情報といった統計情報を可視化し、最適な在庫管理や倉庫管理が可

能となります。

株式会社 KSK アナリティクスとの業務提携

Pentaho、Jedox、rapid-i、Infobright は、株式会社 KSK アナリティクス（以下 KSK アナリティクス：

大阪市中央区、代表取締役 森本 好映）が販売する製品です。テクマトリックスは、KSK アナリティクスと

販売代理店契約（エンタープライズリセラー契約）を行い、KSK アナリティクスが保有する BI 製品の販売、

及びインテグレーション、保守を行います。取扱い製品の詳細は、以下の通りです。

 Pentaho（ペンタホ） ：

世界で最も人気のあるオープンソースの BI スイートで、ETL、OLAP、レポーティング、インタラクティ

ブ分析、ダッシュボード、データマイニングをワンストッププラットフォームとして提供することがで

きるソリューションです。多次元分析・クロス集計が可能で、正確な情報を直感的に、リアルタイムに

収集することが可能となります。また、任意の形式（Excel、PDF、html、csv等）で出力が可能な帳票機

能を搭載しており、利用者の幅広いニーズに応じることができます。

 Jedox（ジェドックス）：

スプレッドシート（Excel）インターフェースを有した BI スイートソリューションです。Microsoft Excel

や Open Office からダイレクトに Jedox にアクセスが可能で、WEB ブラウザによるダッシュボード、

ETL、OLAP 機能を兼ね揃えており、予実比較・予算計画、分析・レポートが可能です。

 Infobright（インフォブライト） ：
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高圧縮技術を持ち合わせたカラム指向のデータベースです。BI に特化したデータベースで、大容量のデ

ータマートに対して Infobright の高圧縮技術を用いることで、ハイパフォーマンスな BI の実現が可

能となります。

 rapid-i（ラピッド・アイ） ：

オープンソースのデータマイニングツールです。rapid-i が保有するアルゴリズムによって、過去の情

報資産から新しい発見やロジックを機械的に見出すことが可能となります。

テクマトリックスの付加価値サービスのご紹介

テクマトリックスでは、EC サイト総合支援 『 EC トータルソリューション』をご提供しています。基幹

システムや物流システムとシームレスに連携する EC サイトをパッケージやオープンソースで構築します。

更に、EC サイトやあらゆる関連システムからデータ収集を行って分析が可能な BI ソリューション（売上ア

ップソリューション）や、可用性の高いインフラ基盤を Amazon Web Services で実現するハイブリッド・ク

ラウドソリューションをご提供しています。

EC トータルソリューションの概要は、http://www.techmatrix.co.jp/cs/ec/index.html をご覧下さい。

また、顧客の多種多様なシステムニーズに応える IT 総合支援サービス「カスタムメイド・コンシェルジ

ュ・サービス」（ CuCS （キューシーエス））を展開しており、他の業務システムの構築および運用における

各種支援サービスを提案します。

CuCS の概要は、 http://www.techmatrix.co.jp/cs/cucs/index.html をご覧ください。

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。

株式会社 KSK アナリティクス について

KSK アナリティクスは、お客様の「データ」を価値ある「情報」に変えるために 存在する企業です。世界

の先進的なオープンソース・ソフトウェアを活用することで、経営戦略と情報システムの両面から最適なソ

リューションとサービスを提供します。

株式会社 KSK アナリティクス 代表取締役 森本好映 様からのエンドースメント

「KSK アナリティクスは、テクマトリックスが弊社のエンタープライズ・リセラーとなったことを心より

歓迎いたします。弊社の先進的なオープンソース製品群にテクマトリックス社の確かな技術力を付加するこ

とで、お客様に最適なアナリティクス・ソリューションを提供してまいります。」

オープンソース BI 活用セミナー開催のお知らせ

Pentaho、Jedox、Infobright、rapid-i 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。

『ライバルに差をつける "収益アップ分析セミナー″』

• 概要 ：

収益アップや情報伝達に要する内部コストのカット等、企業が抱える課題を解決する BI の活用方法と、

オープンソース BI スイート Pentaho の具体的な利用方法について、デモンストレーションを交えて

ご紹介します。

• 開催日程 ： 2013 年 6 月 24 日（月） 14:30 ～ 17:00 （14:00 受付開始）

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

• 共催 ： 株式会社 KSK アナリティクス



Press Release

4／4

• お申込み方法 ： セミナー申込みサイトよりお申し込みください。

http://www.techmatrix.co.jp/es/seminar/cs/bi_20130624.html

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 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。




