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製品特長 ポイント 効果 主な機能 

多彩なデータアクセス 
 
 

クラウドベースのプラット
フォームに集約 

情報収集やデータ統合に疲弊するばかりで、リターン
を得られない ＢＩ からの脱却 

Connectors 
Workbench 

有意義な視覚化 
 
 

ビジネス上の問いに答えるため
のデータ分析 

クラウド上に集約され、信頼性が維持されたデータ
セットの中から、誰もが「知りたいこと」を獲得 

Card Builder 

シンプルなコラボレーション 
 

データと同時に仲間の知見を活
用 

ロケーションに関わらず、共通の情報にもとづくタイ
ムリーな意見交換を通じて、効率的な共同作業を推進 

Buzz 
Sharing 

行動の伴うビジネス管理 
 
 

どこからでも同じレベルの意思
決定が可能 

ビジネスの「今」を語る指標を通じて、重要な変化を
見逃さずに、迅速な「次の一手」を促進 

Alerts 
Mobile 

Domo 活用支援コンサルティング 

 私たち T4C は、2015年1月に、ユーザ企業として Domo と出会い、そのコンセプトと優れた機能に感銘を受けました。 

 その時の導入体験を、お客様の Domo 利用価値の増大に、お役立ていただければと思います。 

 ビジネス管理プラットフォーム Domo の特長 

ビジネス管理プラットフォーム 

サービスのご案内 

Time For Change 
ニーズをカタチに。 

 Domo とは 

ビジネス管理のあり方を変革するプラットフォーム 
 

   ・クラウドサービス の データ統合／活用基盤 

   ・ビジネスに必要なデータを１か所に集約 

   ・モバイルを含むさまざまなデバイスから参照可能 

 

Domo は、ビジネス上のさまざまな“問い”に答えることで、 

データに基づいた意思決定をサポートします 
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Extract / Transform / Load  Collaboration / Optimize 

Visualize 
 
 

成果を測定する指標 問題の有無を診断する指標 解決策を導き出す指標 

 ： 

比較分析 

時系列 

順位 

割合 

バランス 

部分全体分析 

トレンド分析 

相関関係分析 

頻度 地理的分析 

達成すべき結果は何か？ 達成には何をすべきか？ 注目すべき点は何か？ 行動を促すものは何か？ 

ビジネスゴールは？ 解決したい課題は？ 現状は？ 判断基準は？ 

簡単に納得できる 直感的に理解できる 質問に答えている 

関係性 

良いか悪いか分かる 人を動かす ／ 行動を促す 次の質問を生む 

健全なデータ環境 

・鮮度が維持されている 
・すべて備わっている 
・適切に調整されている 
・持続的で一貫している etc. 

・データにもとづくディスカッション 
・プロフィールによるメンバー認識 
・プロジェクトタスクの体系化 
・情報を必要とする人へシェア 
・行動タイミングをアラート通知 etc. 

 ： 

Domo instance 

Card Builder 

DataFlow 

Web / Cloud On-Premise 

CSV XML JSON Excel Access DB 
Cloud 

Service 
Cloud 

Service 

DataSet DataSet 

Page 

Subpage 

Collection 

Card Card 

Beast Mode 

ODBC 

DataFusion 

DataSet DataSet 

DataSet 

Magic ETL 

DataSet DataSet 

etc. etc. 

Card 

Drillpath 

Card 

Subpage 

Collection 

Card Card 

Drillpath 

Card Builder 

Beast Mode 

Card Builder 

Beast Mode 

DataSet DataSet 

Domo Workbench 

視覚化 

接続 

加工 

SFTP 

etc. etc. 

Connectors 

QuickStart 
Playbooks 

Advanced Connector 

Join / Union 

Drillpath Drillpath Drillpath Drillpath 

＋ 
－ 

SQL 

 Domo における データの接続 ～ 加工 ～ 視覚化 

 Domo における データ視覚化 ～ ビジネス管理 
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Ａ社様のご要望 弊社のソリューション 

セルフサービス利用の時間的経過に伴って、混乱の
兆しが見えてきたシステム環境の整理整頓 

DataFlow により、既存データセットの整理／統合を実現し、類似 KPI によ
る混乱などの弊害を解消 

安定運用のための仕組みづくり 
 

DataFlow による ETL機能拡充／再ロード可能化により、メンテナンス省力
化に向けて「データフロー」を改善 

運用のシンプル化／システム環境の大掃除 
 

ジョブ一元化の推進、不要オブジェクトの削除などにより、運用における煩
雑さを低減 

Ｂ社様のご要望 弊社のソリューション 

新たな利用部門への Domo 展開を推進 
 

要件定義 ～ データセット構築 ～ ダッシュボード作成 までの一連の「活用タ
スク」を推進 

Excel による報告資料の作成・展開 を、Domo によ
る モニタリング に置き換え 

リードタイム、正確性、作業負荷などに関する従前の運用課題を解消し、タ
イムリーに情報を共有 

スキルトランスファーの実施（社内担当者の育成） 
 

DataFlow 等、データセット構築ノウハウの技術移転により、お客様による
運用保守体制を強化 

Ｃ社様のご要望 弊社のソリューション 

ご担当者様の作業負荷の軽減 
 

Workbench および DataFlow における SQL 作成支援という顧客要望に寄り
添ったスポットサービスを実施 

 サービス事例 

 私たち T4C は、2015年6月より、複数のお客様に対して、支援サービスを提供させていただいております。 

Domoシステム運用に関する各種対応 

現状＆将来像の共有 
 ・業務、システム 
 ・評価指標、ニーズ 

システム／利用状況の 
キャッチアップ 

システム概要設計 
 ・ページ、カード、データ、ユーザ 
 ・データロードプロセス 

適宜、レビュー実施 

追加開発 
計画／実施 

Domo 機能調査（最新機能に関する動作検証、使いこなしのフィードバック 等々） 

中間 
報告会 

改善 
 ⇒ 完成 

改善 
 ⇒ 完成 

設計／開発／プロト ② 
 ・データセット 
 ・カード 

設計／開発／プロト (ｎ) 
 ・データセット 
 ・カード 

ユーザ評価／ 
利用状況確認 

準備フェーズ 実装フェーズ 保守フェーズ 

中間 
報告会 

： 

＜主なタスク＞ 

◎ システム設計の実施 

◎ システム開発の実施 

◎ 評価とリリースの実施 

＜主なタスク＞ 

◎ 運用支援の実施 

◎ システムの監視と改善の実施 

◎ 追加開発の計画立案 

 プロジェクト推進イメージ（例：活用支援） 

改善 
 ⇒ 完成 

プロジェクト計画の共有 
 ・背景、目的／目標 
 ・スコープ 
 ・スケジュール 
 ・開発方針／制約事項 
 ・プロジェクト体制／運用体制 等 

＜主なタスク＞ 

◎ システム化要件の整理 

◎ 開発環境の整備 

◎ プロジェクト運営ルールの確認 

指標／データソースのグループ単位 
での作業推進 

設計／開発／プロト ① 
 ・データセット 
 ・カード 



Copyright (C) 2016 T4C Co., Ltd, All rights reserved. 

 T4Cのソリューション 

メニュー サービス概要 

活用支援 ・システム検討から追加開発／部門展開まで、現場ニーズを汲み取りながら、活用タスクを推進 
・ユーザニーズの技術要件への落し込み、データロードの仕組みづくり、有意義なダッシュボードの作成まで、 
 Domo活用を幅広くサポート 
 

運用立ち上げ支援 ・セルフサービスＢＩとしての運用開始にあたり、必要となる技術要素のスキルトランスファーを実施 
・Domoをストレス無く継続的に活用していくための環境保全や運用体制に関する提言 
・利用状況の調査を経て、標準機能の使いこなしにより、運用の省力化／自動化を大きく前進 
 

技術支援 ・DataFlow（SQL）、Magic ETL によるデータ変換など、お客様が取り組みにくい実装タスクを肩代わり 
・新機能の活用に向けた改修作業、データソースの追加設定など、Domo活用のレベルアップをお手伝い 
 

スポット支援 ・ピンポイントの技術支援、短期の開発支援など、スポット的な支援ニーズに対応 
 

 私たち T4C は、2002年の創業時より、常に柔軟性に富んだサービス展開を心掛けています。 

 もし Domo でお困りの事柄がございましたら、お客様と一緒になって解決に当たりますので、お気軽にお声掛けください。 

 サービスメニュー 

 お問い合わせ先 
株式会社 T4C（ティーフォーシー） 
〒141-0031 東京都品川区西五反田7-9-2 五反田TGビル6階 
tel:03-5435-6192  fax:03-5435-6190 
sales-info@t4c.co.jp  http://www.t4c.co.jp 

 社 名  株式会社 T4C 
 設 立  平成14年10月4日 
 代 表  山下 崇文 
 
 事務所  東京都品川区西五反田7-9-2 五反田TGビル 6F 
      大阪市淀川区宮原2-14-14 新大阪グランドビル 10F 
 
 事 業  システム導入コンサルティング / 運用サポート 
    SAP 
    Rosic人材マネジメントシステム 
    Domo 
      ICT支援サービス 

  T4C = Time For (4) Change   「変革」から社名を決定しました。 

 私たちがご支援させていただいたお客様にシステムによって変革を実現していただきたい 

私たちもお客様と共に、常に変革と成長をしていきたい との想いを込めております。 


