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アシストが、AWS クラウドで Qlik Sense／QlikView をすぐに使える
新サービス「アシスト T シャツモデル for Qlik」を提供開始
～ スペック別に S／M／L の 3 モデルを用意、データ量に応じて柔軟に拡張可能 ～
株式会社アシスト（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大塚 辰男、略記：アシス
ト）は、アマゾン ウェブ サービス（以下 AWS）のクラウド上に構築したデータビジュアライゼーション
BI プラットフォーム「Qlik® Sense／QlikView®（以下 Qlik 製品）」（開発元／販売元：Qlik
Technologies, Inc.、クリックテック・ジャパン株式会社）専用のインフラ環境を、ネットワーク経由
で利用できる新サービス「アシスト T シャツモデル for Qlik®」を 9 月 1 日より提供開始します。
アシストは 2009 年 3 月に Qlik 製品を販売開始して以降、900 社を超える企業・団体への
導入実績（2015 年 8 月現在）を誇り、顧客のデータの可視化やデータ分析を支援してきました。Qlik 製品は無料のデ
スクトップ版が広く提供されているため、顧客は短期間のうちに製品検証を進められ、連想技術とインメモリ処理による
圧倒的な高速レスポンスが評価されやすい一方、インメモリで動作する特性や拡張性の高さから、将来的な拡張を見
越したインフラ投資に関する検討が長期化する傾向があります。 そこで、AWS クラウドの特長である「拡張性」「俊敏性」
「柔軟性」により、ハードウェア選定にかかる時間を短縮し、顧客が必要としているデータ分析やビジュアル・アナリティックスをい
ち早く開始できるよう、AWS クラウドを活用した本サービスの提供を開始する運びとなりました。

「アシスト T シャツモデル for Qlik」は、Amazon Elastic Compute Cloud（以下、Amazon EC2）インスタンスのスペック
が異なる S／M／L の 3 モデルから T シャツを選ぶように自社のニーズに適したサイズを選択するだけで、AWS 上ですぐ
に Qlik 製品を利用できます。利用料金は従量制となり、インフラコストを最適化した運用が可能となります。
アシストでは、顧客のクラウド利用を強力に支援するための取り組みを進めており、本年 6 月には AWS パートナー制
度における「APN スタンダードコンサルティングパートナー」認定を取得し、顧客が安心してクラウド環境を採用できる支
援体制を整えています。また、アシストのオリジナルソリューションとして「kintone Connector for QlikView*1」や「Sedue
Predictor for QlikView*2」など独自開発したコネクタをこれまでに提供しており、本サービスはこれらに続く新しいクラウド
ソリューションとして展開し、Qlik 製品ビジネスの付加価値の追求と差別化、さらなるビジネスの拡大に向けて 2016 年 8
月末までに 20 社の顧客獲得を目指します。
*1 kintone Connector for QlikView：業務アプリ構築クラウド「kintone」へ接続し QlikView にデータを取り込むコネクタ
*2 機械学習プラットフォーム「Sedue Predictor」で実施した分析結果を QlikView に取り込むコネクタ

■アシスト T シャツモデル for Qlik について
▼サービスの特長
1.

ワンストップ
Qlik 製品および Qlik インフラ環境の契約、サポートの窓口をアシストが一括して担当します。顧客企業は複数の
窓口で契約することなく、Qlik 製品の利用を開始することができます。

2.

インフラ設計、管理が不要
ハードウェアを自前で用意したり設計・管理することなく、モデルを選択するだけですぐに Qlik 製品が使えます。

3.

スピード
あらかじめ用意されたモデルを選択して申し込むだけなので、インフラの検討／契約／設置などにかかる時間とコス
トを大幅に削減できます。

4.

スケールアップ、スケールアウトが容易
将来を見越したインフラ投資は不要です。必要なタイミングでモデルを変更することにより、柔軟なスケールアップ／
スケールアウトが可能です。

▼サービス料金
本サービスの利用料金は、下記の 2 つより構成されます。
（1）環境構築料金 ￥250,000（税別）
※初期の環境構築料金となります。
（2）毎月のサービス利用料金 ￥18,000（税別）
※ OS 単位の保守サポート料金となります。
※ 別途、S／M／L の提供モデルごとの利用量に応じた AWS 利用料が必要となります。
※ 本サービスの提供は、アシストと Qlik 製品のプロダクトサポート契約を締結していることが条件となります。Qlik
製品のライセンス費およびプロダクトサポート費は別途必要です。
▼システム構成
提供モデルのシステム構成は下記となります。

※ハードウェア VPN にはお客様ネットワークへの VPN ルータの設置が必要です。
※監視センターの運営は本サービスの再委託先のジグソー株式会社が担当します。

▼詳細 URL
http://www.ashisuto.co.jp/product/category/bi/qlikview/detail/solution/t-shirt-model.html
▼本サービスに関する詳細発表セミナー開催について
本サービスの詳細については、下記セミナーにて発表します。
タイトル：Qlik と AWS で実現するビジュアルアナリティックス
～市場の変化に迅速かつ柔軟に対応するビッグデータ分析～
開催日時：2015 年 9 月 29 日（火） 14:00～17:00
会場：アマゾンセミナールーム（東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー19 階）
詳細 URL：https://mp.ashisuto.jp/public/seminar/view/4635

＜クリックテック・ジャパン株式会社 マーケティング本部 本部長 安部 知雄様からのコメント＞
当社は、アシスト社の「アシスト T シャツモデル for Qlik」提供開始を歓迎いたします。
当社のソリューションは、短期間で導入でき、各ユーザーのレベルに応じてすぐにデータ分析を始められることが特徴で
す。今回さらに全世界での実績を持つ堅牢なクラウドインフラである AWS とガバナンスを備えたデータ・アナリティック
ス・プラットフォームである Qlik Sense／QlikView を組み合わせた「アシスト T シャツモデル for Qlik」の提供開始に
より、従来ハードウェアの検討にかかっていた時間までもが短縮され、より多くのお客様に当社が提供する直観的なビ
ジュアル・データ・アナリティックスを活用頂き、ビジネスチャンスを拡大して頂けるものと期待しています。

＜アマゾン データ サービス ジャパン株式会社 パートナーアライアンス本部 本部長 今野 芳弘様からのコメント＞
アマゾン データ サービス ジャパンは、アシスト社が「アシスト T シャツモデル for Qlik」を提供開始することを歓迎い
たします。セキュアで信頼性の高い AWS をご活用いただくことで、「アシスト T シャツモデル for Qlik」のインフラには不
可欠な「拡張性」「俊敏性」「柔軟性」を提供いたします。「アシスト T シャツモデル for Qlik」を利用いただくお客様
が迅速かつ低価格に顧客データの可視化やデータ分析を開始できることで、お客様のビジネス成長に貢献できるこ
とを期待しています。

■クリックテック・ジャパン株式会社
クリックテック・ジャパン株式会社は、米国 Qlik Technologies Inc.（NASDAQ 証券コード：QLIK）の日本法人です。
Qlik は、データ・ディスカバリー（解の探索）分野のリーダーで、セルフサービス型の データ・ビジュアライゼーションやガイ
デッド・アナリティックス（※）の製品やサービスを提供しています。世界各国で 35,000 顧客が当社製品やサービスを
活用していて、散在する情報の中から意味を見出したり、データ同士の関連性を探索し、いろいろなアイディアへと
繋がる洞察を得ています。米国ペンシルベニア州のラドナーに本社を構え、世界 100 ヶ国に事務所を展開し、約
1,700 社のパートナーとともにお客様の事業を支援しています。詳細は、http://www.qlik.com/jp をご参照ください。
※

ガイデッド・アナリティックスとは、ユーザが簡単かつ直感的に使えるように、分析画面にある程度の道筋（ガイド）をつけておく分析用
アプリケーションを意味しています。

■株式会社アシストについて
代表取締役会長：ビル・トッテン／代表取締役社長：大塚 辰男
設立：1972 年 3 月
社員数：870 名（2015 年 4 月現在）
本社：東京都千代田区九段北 4-2-1
URL：http://www.ashisuto.co.jp/
アシストは、特定のハードウェア・メーカーやソフトウェア・ベンダーに偏らない、幅広いパッケージ・ソフトウェアを取り扱う
会社です。「パッケージ・インテグレーター」として複数のソフトウェアと支援サービスにアシストのノウハウを組み合わせ、
企業の情報システムを情報活用、運用、データベースを中心に、近年ではクライアント仮想化やビジネスルール管理
分野も拡充し支援しています。今年も“「お客様の最高」のために”というスローガンのもと、これらの分野にさらに注力
し、顧客企業の立場に立った製品選定と独自の組み合わせによる製品／サービスの提供を一層強化し、活動して
いきます。

■ニュースリリースに関するお問い合わせ
株式会社アシスト 広報部 担当：田口、岡部
TEL：03-5276-5850 FAX：03-5276-5895 E-Mail：press@ashisuto.co.jp
＜Qlik 連絡先＞
共同ピーアール株式会社 担当：第一業務局 山本／副島
TEL：03-3571-5326 FAX：03-3574-0316 E-Mail：qlik_japanpr@kyodo-pr.co.jp

■本サービスに関するお問い合わせ
株式会社アシスト 情報基盤事業部 情報活用製品統括部 担当：浅村
TEL：03-5276-3653 FAX：03-5276-5876 E-Mail：qlikview@ashisuto.co.jp
詳細 URL：

http://www.ashisuto.co.jp/product/category/bi/qlikview/detail/solution/t-shirt-model.html
※ 記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
※アマゾン ウェブ サービス、Amazon Web Services、AWS、Amazon EC2 および Amazon Web Services ロゴは、
Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
※ ニュースリリースに記載された製品／サービスの内容、価格、仕様、お問い合わせなどは、発表日現在のものです。
その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

