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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. 



Qlik Sense 2.0 – ハイライト 

すべての人がデータへアクセス可能に 

Qlik DataMarket 

 

スマート・データ圧縮 

 

新たなコネクター 

印刷＆エクスポート 

 

スマート・データ・ロード 

 

これらに加え、多くのユーザー体験や
エンタープライズ機能に関わる強化 



Qlik Sense 2.0 – 新機能 

機能名 説明 特長 

Qlik DataMarket • シンプルなGUIを介して直接Qlik Sense内か
らアクセス可能な、信頼できるソースから取得さ
れた幅広い外部データ·セットを提供する、新し
いクラウドベースのデータサービス 

• 外部データを直接サブスクライブし、簡単に内部データ
と統合して分析できる機能は、BIベンダーの中でも特
徴的です。 

スマート・データ・ロード • 技術に精通していないユーザーが、手動でデー
タの紐付きを定義することなく、複数ソースの
データを容易に結合するための視覚的データ·プ
ロファイリングおよびロード·ツール 

• インテリジェント·プロファイリングは、複数のデータソース
間の最適な関連付けを決定し、それらをユーザに推奨
します。 

スマート・データ圧縮 • データのパターンと意味を失うことなく、数百万の
データポイントの集約を可能にする、散布図の
新しい高度なアルゴリズム。 

• ユニークな圧縮アルゴリズムは、大規模なデータセット、
を集約し、データ密度を表現してホットスポットを強調
表示します。 

印刷＆エクスポート • ビジュアライゼーションやシートを直接Qlik 
Senseから印刷したりPDFや画像ファイルにエク
スポートする機能 

• ビジュアライゼーションやシートのエクスポートはレスポン
シブで、データと視覚的表現はエクスポートのサイズに
基づいて最適化されます。 

新たなコネクター • SFDC v13とODBCドライバパッケージ含む新
しいコネクター、およびグラフィカル·ユーザ·インタ
フェースやQlik Sense・QlikView両方に利用
可能な単一インストーラーの新機能 

• 外部のODBC接続を作成することなく、直感的なイン
タフェースを介してQlik Sense内からすべての接続を
確立することができます。 

ユーザー体験の向上 • 全体的なルック＆フィールの洗練、スマート検索
での検索結果やランキングの機能改善、小型デ
バイスでの検索機能追加、マップ、KPIオブジェ
クト、ピボットテーブルの機能強化 

• 携帯端末からの制限のない検索は、意思決定の場で
生じるどのような質問に対しても、瞬時に答えを直接
得ることが出来ることを意味します。 

エンタープライズ機能の強化 • 新しい認証方法、アップグレードプロセスの強化、
QMCの機能強化、複数サーバー構成の改善。 

• セルフサービス分析とガバナンス機能のユニークな組み
合わせ。 



Qlik DataMarket 

• Qlikが提供する新しい、ユニークなクラウド
ベースのデータサービス（DaaS） 

• 多数のパブリック、および信頼済みプロバイダ
から供給されたデータセットへのアクセス 

• ビジネス統計、通貨、人口、天候、経済 
指標などの多数のトピックエリア 

• シンプルなUIとデータマージの機能を通じた
Qlik Senseから直接アクセス 

• 無料とサブスクリプションベースのデータ 

ユーザーがコンテキストを理解してより深い洞察を推進するために、社内データを外部データで

拡張してクロス参照し、「アウトサイド・イン」の視点を得ることができます。 



スマート・データ・ロード 

• Qlik Senseの新しいビジュアルデータ· 
プロファイリングおよびロード機能 

• インテリジェント·プロファイリングは、複数の
データソース間の最適な関連付けを決定
し、それらをユーザに推奨 

• サーバー上のデータを結合し、ロードする
ための非技術的なユーザーのための機能
を提供します 

• 技術に精通していないユーザーが、  
サーバー上でデータを結合してロードする
機能を提供 

技術に精通していないユーザーが、データ間の紐付きを手動で定義する必要がなく、サーバー

上のアプリケーションで複数ソースのデータを結合してロードすることができます。 



スマート・データ圧縮 

• 散布図で、数十億個のデータポイントの 
可視化を可能に 

• データのパターンと意味を失うことなく、  
巨大なデータセットを集約してデータの  
全体像を見せることを可能にする、散布図
の新たな高度なアルゴリズム 

• データのエリア密度、ホットスポット、および
パターンをハイライト 

• チャートがズームされるに従って、詳細を 
漸進的に表示  

ユーザーが関心のある重要なエリアを明らかにし、それらを次の適切な質問に繋げることが  

できる、巨大なデータセットに対するより深い洞察を提供します。 



印刷＆エクスポート 

• Qlik Senseの印刷とエクスポート機能 

• ビジュアライゼーションやシートをPDFや 
画像ファイルにエクスポート 

• レスポンスデザインにより、オブジェクトは 
最適な詳細レベルでエクスポート 

• ユーザーが見出した洞察を共有できるよう
に、選択状態を保持 

• 高解像度、高品質の出力 

ユーザーは洞察力を得て、システム境界外の人々と共有し、より多くの価値を広めて普及を

推進することができます。 



新たなコネクター 

• SFDC v13の新たなコネクター 

• ODBCコネクターパッケージ 

– Cloudera Impala 

– IBM DB2 

– MS SQL Server 

– Oracle 

– Teradata 

– など… 

• Qlik Senseで接続定義を作成するための  
新たなグラフィカル·ユーザ·インタフェース 

• Qlik Sense・QlikView両方に利用可能な 
単一インストーラー 

 

ユーザーがQlik Senseの環境を離れることなく、様々なクリティカルなシステムへの接続を  

確立できます。 



ユーザー体験の向上 

• 全体的な製品のルック＆フィールの洗練 

• スマート検索機能の改善 

• 小型デバイスでのスマート検索 

• 演算条件 

• マップ、KPIオブジェクト、ピボットテーブルの
機能強化 

 

改善された検索およびビジュアライゼーションでよりモダンなユーザーエクスペリエンスを提供し、

普及やより良い洞察を実現します。 



エンタープライズ機能の強化 

• SAML認証 

• インストールとアップグレードプロセス
の強化 

• QMCの機能強化 

• データ互換 

• 複数サーバー構成の改善 

 

組織はさまざまな環境でQlik Senseをより簡単にインストール、展開、管理することが    

できます。 



Thank You 


