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Legal Disclaimer 

This Presentation contains forward-looking statements, including, but not limited to, statements regarding the value and effectiveness of Qlik's 
products, the introduction of product enhancements or additional products, Qlik’s partner and customer relationships, and Qlik's growth, 
expansion and market leadership, that involve risks, uncertainties, assumptions and other factors which, if they do not materialize or prove 
correct, could cause Qlik's results to differ materially from those expressed or implied by such forward-looking statements.  All statements, 
other than statements of historical fact, are statements that could be deemed forward-looking statements, including statements containing the 
words "predicts,"  "plan," "expects," "anticipates," "believes," "goal," "target," "estimate," "potential," "may", "will," "might," "could," and similar 
words.  Qlik intends all such forward-looking statements to be covered by the safe harbor provisions for forward-looking statements contained 
in Section 21E of the Exchange Act and the Private Securities Litigation Reform Act of 1995.  Actual results may differ materially from those 
projected in such statements due to various factors, including but not limited to: risks and uncertainties inherent in our business; our ability to 
attract new customers and retain existing customers; our ability to effectively sell, service and support our products; our ability to manage our 
international operations; our ability to compete effectively; our ability to develop and introduce new products and add-ons or enhancements to 
existing products; our ability to continue to promote and maintain our brand in a cost-effective manner; our ability to manage growth; our 
ability to attract and retain key personnel; the scope and validity of intellectual property rights applicable to our products; adverse economic 
conditions in general and adverse economic conditions specifically affecting the markets in which we operate; and other risks and 
uncertainties more fully described in Qlik's publicly available filings with the Securities and Exchange Commission.  Past performance is not 
necessarily indicative of future results.  The forward-looking statements included in this presentation represent Qlik's views as of the date of 
this presentation.  Qlik anticipates that subsequent events and developments will cause its views to change.  Qlik undertakes no intention or 
obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.  These 
forward-looking statements should not be relied upon as representing Qlik's views as of any date subsequent to the date of this presentation.  

 

This Presentation should be read in conjunction with Qlik's periodic reports filed with the SEC (SEC Information), including the disclosures 
therein of certain factors which may affect Qlik’s future performance. Individual statements appearing in this Presentation are intended to be 
read in conjunction with and in the context of the complete SEC Information documents in which they appear, rather than as stand-alone 
statements.  This presentation is intended to outline our general product direction and should not be relied on in making a purchase 
decision, as the development, release, and timing of any features or functionality described for our products remains at our sole 
discretion. 

 

© 2015 QlikTech International AB. All rights reserved. Qlik®, QlikView®, QlikTech®, and the QlikTech logos are trademarks of QlikTech 
International AB which have been registered in multiple countries. Other marks and logos mentioned herein are trademarks or registered 
trademarks of their respective owners. 



Vizubi社「NPrinting」製品ラインのQlik製品への統合 

• 105カ国以上で約33,000社の顧客ベース
を持つグローバルなマーケットリーダー 

• 1,700社以上のパートナーを持つ広範な
パートナーネットワーク 

• 10万人以上の専門知識を持つユーザーが
参加する活発なコミュニティ 

2015年2月にQlikTechによる「NPrinting」製品ラインを買収、レポーティング機能

を強化を発表 

• QlikView向けの主要なレポーティング製品で
ある「NPrinting」を提供 

• 2010年に設立 

• イタリアのヴィチェンツァと、米国マサチューセッツ
州のケンブリッジに拠点を持つ 

• 1,000社以上の顧客 

• 200社以上のパートナーのネットワーク 



知識や洞察の共有・拡散 

• 見栄えのレポートを素早く作成 

 Microsoft Officeのレポーティングと統合 

 Pixel Perfect レポートとWebレポート 

• 必要なレポートを必要なユーザーに配布 

 レポート配布の集中管理 

 オンデマンドのレポート作成 

• レポート作成作業の効率化 

 レガシーBIやレポーティングシステムが不要 

 データ分析とレポーティングのワンストップの
ソリューション 

QlikView NPrintingは、高度なレポート生成、配布およびスケジューリングを実現

するためのアプリケーションで、以下が可能となります： 



QlikView® NPrinting のレポート作成 

• ドラッグ＆ドロップで迅速かつ容易に、見栄えの
良いMS Officeレポートを作成 

 PowerPoint、Excel、Wordなどの形式 

• 高度に洗練されたPixel Perfect(.PDF）レ
ポート、およびHTMLレポートを、標準提供の 
エディタを使用して作成 

• 複数のQlikViewのアプリからのデータの活用や
分析が可能 

広く利用される汎用的なレポートフォーマットで洞察を容易に共有 



QlikView® NPrinting のレポート配信 

• スケジューリング、レポート生成、レポート配信を
集中的に管理 

 スケジュール設定や条件/イベントによる起動 

 各ユーザーへ配信するデータのフィルタリング 

• オンデマンド方式でQlikViewアプリケーションに
レポート作成を直接リクエストにも対応 

• E-Mail、ファイル転送、またはウェブを含む、 
複数チャネルを介して安全にレポート配信 

• QlikViewのPDFレポートを生成・配布 

必要とするユーザーが、必要な時に、必要な方法でレポートを配信 



製品コンポーネント 

• Windowsベースの開発クライアント
マシンに導入 

• Microsoft OfficeおよびPixel 
Perfectレポートを含むレポート作
成・設定の全機能を含む 

• 開発者単位に必要なライセンス 

• Windowsサーバーマシンに導入 

• スケジューリング、レポート生成、 
および配布を行うためのレポート 
配信機能を提供 

• QlikViewのアプリケーションから個
別に要求されたレポート作成のため
のオンデマンドな機能 

• サーバーベースのライセンス 

QlikView® NPrinting 

Designer 

QlikView® NPrinting 

Server 



NPrintingのQlikViewアーキテクチャーにおける位置付け 

QlikView ビジネス・ディスカバリ・プラットフォーム 



レポート例： PowerPointプレゼンテーション 



レポート例: Wordドキュメント 



レポート例: Excelスプレッドシート 



お客様の声：  Analog Devices 

 

「QlikViewとNPrintingの顧客として、我々は比類のないレベルのインタラクティブな分析と、ビ
ジネスユーザレポートの作成・共有に対するコントロールの両方の長所を得ています。 
NPrintingは、探索のためのアウトプットをより幅広いオーディエンスに対して公開し、適用やコ
ラボレーションの向上や運用効率を促進することによってQlikViewのソリューションに真の価値
を付加しています。」 

 

Ken Hartman, Director R&D Productivity, Analog Devices Inc.  

 



事例： Aramark 

• グローバルサービス会社 - 25万名の従業員 

• QlikViewによる分析を通じて明らかになった従業員の超過勤務が課題 

• 従業員が超過勤務に近づいた時、マネージャはそれを認識していなかった 

• QlikViewのNprintingにより、マネージャに対して警告を送信 

• 重要かつ継続的な労務費の節約につながった 



Thank You 



付録 



QlikView® NPrinting – インターフェース 

• レポートのスケジューリング 

• タスク定義 

• フィルタリングとサイクリング 

• 条件付きレポートの実行と  
アラート 

• 受信者の管理 

• ソース管理 

レポートの配布および管理に対するコントロールを行うインターフェースを提供 



QlikView® NPrinting – On-Demandエクステンション 

• QlikViewアプリにボタンを組み込み 

• ユーザーがボタンをクリックすることで、 
レポートへの要求を送信 

• 事前に定義されたレポートテンプレート
と出力形式を選択することが可能 

• 現在の選択状態は、レポートサーバー
に渡されます 

• レポート作成が実行され、ユーザに  
オンデマンドで配信 



QlikView® NPrinting – Excelテンプレート編集 

データソースを選択 

プレビューの表示 

QlikViewのオブジェクト・軸・数式 
などをシートにドラッグ＆ドロップ 

標準のExcelの機能を 
利用してデザイン 


