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Today’s reality



Today’s reality

• どの組織も深刻な問題に直面し

CEO

どの組織も深刻な問題 直面し
ています

• 如何に迅速に、効率的にその問

Marketing
Sales

如何 迅速 効率的 そ 問
題が解決できるかによって成功
するかどうかが決まります

FinanceHR



Today’s reality

• どの組織も深刻な問題に直面し

四半期の売上目標ま
で、あとどれくらい
ですか？

CEO

どの組織も深刻な問題 直面し
ています

• 如何に迅速に、効率的にその問

Marketing
Sales

如何 迅速 効率的 そ 問
題が解決できるかによって成功
するかどうかが決まります

FinanceHR



Today’s reality

• どの組織も深刻な問題に直面し
営業の生産性の傾向
はどうですか？もっ

CEO

どの組織も深刻な問題 直面し
ています

• 如何に迅速に、効率的にその問

はどうですか？もっ
とも利益をだしてい
る営業は誰ですか？

Marketing
Sales

如何 迅速 効率的 そ 問
題が解決できるかによって成功
するかどうかが決まります

FinanceHR



Today’s reality

• どの組織も深刻な問題に直面し最もROIが高いマ

CEO

どの組織も深刻な問題 直面し
ています

• 如何に迅速に、効率的にその問

最もROIが高いマー
ケティング・チャネ
ルはどれですか？

Marketing
Sales

如何 迅速 効率的 そ 問
題が解決できるかによって成功
するかどうかが決まります

FinanceHR



Today’s reality

CEO

• しかしながら、このような質問
に回答するには、様々な種類の
デ タが必要になります

Marketing
Sales

データが必要になります。

FinanceHR



Today’s reality

そしてそれらのすべての

CEO

• そしてそれらのすべての
データを理解するのに必
要なのは、
• 時間

Sales

• 時間
• ノウハウ
• リソース

Marketing

FinanceHR



Today’s reality

CEO
• それに部署の数を掛け算

すると、労力は膨大にな

Sales
Marketing

すると 労力は膨大にな
ります

FinanceHR



Today’s reality

の限界

• 人的ミス（数字が違う）

• 更新頻度に限界がある ⇔ リアルタイム

• 担当者の負荷が高い

• 新しいKPIの追加が困難



Today’s reality

Web leads
By source

マニュアル
作業

繰り返しの
作業

複雑な
作業

タイムリーで無い
ポ ト作業 作業 作業 レポート



Today’s reality

世界初！ビジネス管理プラットフォームの
ご紹介

CEO すべてデータが

ご紹介

Sales
Marketing

同じ場所にあって、
常に自動的に

アップデートされていたらアップデ トされていたら
良いのに！

FinanceHR



世界初！ビジネス管理プラットフォームの
ご紹介ご紹介

• ビジネスユーザー向けに設計• ビジネスユ ザ 向けに設計

• 貴社の情報を一箇所に集約

• データのリアルタイム活用を可能に

• ベストプラクティス満載



Business Management Platform



ビジネスに必要なデータをDOMOに集めます

Stop！人間依存

• API接続によりデータ収集を自動化

• 400位上のAPI（Connector）（ ）

• Workbenchによりデータ収集を自動化



Domo導入の結果

Channel spend

リアルタイム 最新の結果インタラクティブ シンプルリアルタイム 最新の結果インタラクティブ シンプル



Domo導入の結果

CEO



DOMOの活用



Domoは全ての部署に変革をもたらします

MARKETING FINANCESALES OPERATIONS HR



マーケターの為のDomo

Domoはマーケターが必要なものを提供します。それは、マーケティング活動の可視
化であり、効果の可視化です。それらを通じてマーケティング活動を最適化します。



営業チームの為のDomo

Domoは、営業チームやそのリーダーに、最新の営業活動状況や、お客様や案件の
状況データを提供します。



ファイナンスの為のDomo

Domoは、難しいファイナンスのデータを一つに集め、簡単に閲覧出来るようにし
ます。各部署のリーダーが共通のファイナンスデータを閲覧できることで、「共通
言語」を持つことが出来、打ち合わせなどが円滑に進むようになります。



日本のお客様



日本国内のお客様(一部)



リクルートキャリア
［成功事例］

社名：株式会社リクルートキャリア

データ活用の高速化により、迅速で的確な意思決定が可能に

■Domo 導入前の課題
デ 多様 横断的 数値 把握 難

社名：株式会社リクル トキャリア

所在地：東京都千代田区

URL：http://www.recruitcareer.co.jp

業種：人材サービス

個人のキャリアと企業の人材戦略に向けた支
援サービスを事業の柱とし、 「新卒」ならび
に「転職 のカテゴリにおいて、求人広告・データソースが多様なため、横断的な数値の把握が困難

・データ内容の標準化、データ活用の高速化、データへのアクセスをオー
プン化

“多種多様なデ タを横

に「転職」のカテゴリにおいて、求人広告・
メディア、エージェント（人材斡旋）サービ
スなど、多岐にわたるビジネスを展開。

“多種多様なデータを横
並びにして俯瞰的に見比
べることができるDomo
は、我々の要求に最大限

■解決策
・多様なデータソースから収集したデータを Domo に統合
・マネジメント、営業、企画、エンジニア、パートナーなどの業務現場の

 は、我々の要求に最大限
に応えてくれました”

担当者からのアクセスを Domo に一元化

■効果
・ブラウザから、リアルタイムに最新のレポートが閲覧可能

原田 博植 氏
株式会社リクルートキャリア

中途事業本部
チーフデータサイエンティスト

ブラウザから、リアルタイムに最新のレポ トが閲覧可能
・マネジメント層、各部門の担当者、パートナーが、状況に応じた的確な

意思決定とアクションが行えるようになった
※本スライドの記載内容は2014年11月現在のものです。



ディー・エヌ・エー
［成功事例］

社名：株式会社ディー・エヌ・エー

各事業を横断した、データドリブン・マーケティングを実践

■Domo 導入前の課題
各部 個別 実績 計 デ 管

社名：株式会社ディ エヌ エ

所在地：東京都渋谷区

URL：http://dena.com/jp/

業種：サービス業

ソーシャルゲーム事業をはじめとして、IPプ
ラットフォーム事業、キュレーション事業、e
コマ ス事業などを手掛ける。「新しいこと・各部門が個別のツールで実績や計画データを管理

・全社横断的なデータの収集・集計には膨大な手間と工数が必要
・データドリブン・マーケティングの実践

“各事業におけるビジネス

コマース事業などを手掛ける。「新しいこと
に挑戦し続けること」を自らのDNA（遺伝
子）とし、常にユーザーに新鮮な便利さと楽
しさを届け続けることを目指してビジネス領
域を拡大している。

“各事業におけるビジネス
状況の可視化や、部門間の
スムーズな情報共有を通じ
て、デ タドリブン マ

■解決策
・各部門の多様なデータソースから収集したデータを Domo で統合
・集計から加工、視覚化（グラフ化）までの一連の作業を自動化

て、データドリブン・マー
ケティングを実践できるよ
うになりました”

・ビジネスユーザーが容易に利用できる直感的な操作性

■効果
・毎朝1 5 時間かかっていたKPI の集計作業が不要になり、業務効率が改善毎朝1.5 時間かかっていたKPI の集計作業が不要になり、業務効率が改善
・各事業部やチームが、“見たい時に最新の数値” を確認できるようにな

り、迅速に次のアクションを起こすことが可能になった
※本スライドの記載内容は2015年1月現在のものです。

川田 穂高 氏
株式会社ディー・エヌ・エー

マーケティング本部
デジタルマーケティング部

チームリーダー



株式会社BookLive
［成功事例］

社名： 株式会社BookLive

Domo の数字が “共通言語”となり、データで判断する社風に

■Domo 導入前の課題
デ 集計 共有 時

社名： 株式会社BookLive

所在地：東京都台東区

URL：http://www.booklive.co.jp

業種：ECサイト
2011年1月に創業された電子書籍配信会社。マ
ンガ、小説、ビジネス書、雑誌、写真集など
36万冊以上のアイテムを取り扱う日本最大級

・データの集計や共有に時間がかかっていた
・知りたい情報があっても深堀りすることができなかった
・迅速な集計が行えず、タイムリーなマーケティング施策をとれなかった

36万冊以上のアイテムを取り扱う日本最大級
の電子書籍ストア「BookLive!」の運営を行っ
ている。

■解決策
・全社員の約半数が Domo を利用し、リアルタイムにデータを視覚化
・データを深掘りすることによる新たな気づき

“全社員の約半数がDomo
を活用し、データに基づい
たスピーディーなアクショ

が可能 なりま た・データに基づいたタイムリーなマーケティング施策を実現

■効果
・リアルタイムに売上を把握し、次のアクションを迅速に判断

ンが可能になりました。”

リアルタイムに売上を把握し、次のアクションを迅速に判断
・小規模のキャンペーン動向もチェックできるようになった
・ Domo の数字を “共通言語” として、経営会議・部門会議で議論

※本スライドの記載内容は2015年５月現在のものです。

三代川 裕一 氏
株式会社BookLive

経営企画本部
本部長



Kaizen Platform, Inc.
［成功事例］

社名： Kaizen Platform  Inc
  

運用現場のスタッフが、リアルタイムに状況を把握

■Domo 導入前の課題
社内 デ 点在 統合的 管

社名： Kaizen Platform, Inc.

所在地：米国カリフォルニア州

URL： http://kaizenplatform.com

業種：サービス業

日本発のコンセプトである「KAIZEN」という
キーワードを掲げ、Webサービスの改善を推
進する「Kaizen Platform を提供している。・社内にデータが点在し、統合的に管理できていない

・アクションに直結した、リアルタイムでの業務状況の可視化
・ビジネスの急激な拡大に対応

タ 業務状

進する「Kaizen Platform」を提供している。
シリコンバレーに本社を置き、国内外から高
い注目を集めている。

“リアルタイムに業務状
況が把握でき、運用現場
の意思決定が加速したこ
とで ビジネスの急速な

■解決策
・社内の多様なデータソースから収集したデータをDomoで一元管理
・現場の運用担当者が進捗状況などを Domo でリアルタイムに把握

とで、ビジネスの急速な
拡大につながっていま
す”

 
・Domo による業務の優先順位付けで、直ぐにアクションへつなげる

■効果
・意思決定のスピードが大幅に向上し、人的リソースを3 割削減意思決定のスピ ドが大幅に向上し、人的リソ スを3 割削減
・現場自らが意思決定し、次のアクションにつなげる
・会社規模が急激に大きくなっても、業務のスピードが落ちない

※本スライドの記載内容は2015年3月現在のものです。

須藤 憲司 氏
Kaizen Platform, Inc.
Co-founder & CEO



オイシックス株式会社
［成功事例］

社名： オイシックス株式会社

戦略推進室（分析室）のメンバーが役割分担し、データ活用を社内に定着
■Domo 導入前の課題
・データ活用のスキルが社

所在地：東京都品川区

URL：http://www.oisix.co.jp

業種：小売業

野菜や日配品、肉、魚などの食品を定期宅配
する「おいしっくすくらぶ」、飲料を中心と
した単品商品の定期宅配サービス「おいと

■解決策
・個人のスキルに頼らない

■効果
・慣れていない人でもスデ タ活用の キ 社

員によってバラつきが
あった

・毎日のデータ抽出業務が
情シス部門の大きな負担
になっていた

した単品商品の定期宅配サ ビス おいと
く」を中心とした定期宅配型EC事業を展開し
ている。

個人のスキ 頼らな
データの視覚化

・情シス部門の人材を戦略
推進室に迎え、システム
とビジネスを橋渡し
より詳細な顧客動向をリ

ムーズにデータを活用
・顧客動向をタイムリーに

把握し、費用対効果の高
いプロモーションを実現

・「データの変化を確認しになっていた
・ネット上の顧客動向を把

握するのに時間がかかっ
ていた

・より詳細な顧客動向をリ
アルタイムにDomoで把
握

・ デ タの変化を確認し
ながら、結果を出すまで
がゴール」に、データ活
用の意識が変化

“Domoの導入で社内の
データ活用が進み、リアル
タイムな顧客動向の把握が
可能になりました”可能になりました”

情報シ ム部門出身 デ タ

※本スライドの記載内容は2015年6月現在のものです。

米島 和広 氏
オイシックス株式会社

EC事業本部
戦略推進室

情報システム部門出身のデータ
コーディネーターがデータを取
得・整備。データアナリストが、
各部門へデータ活用を支援する。



ヤフー株式会社
［成功事例］

社名： ヤフー株式会社

すべての部門でDomoを利用。“正しいデータ”を基に議論
■Domo 導入前の課題
・自社開発のダッシュボード

所在地：東京都港区

URL：http://www.yahoo.co.jp

業種：情報・通信業
ポータルサイト「Yahoo! JAPAN」で、広告
事業、イーコマース事業、会員サービス事業
などを展開。マーケティングソリューション

■解決策
・数百名のメンバーが同じ

■効果
・変化をリアルタイムに把握自社開発のダッ ボ ド

では小回りが利かず、社内
にツールが乱立していた

・トレンドが日々移り変わる
インターネットの動向を、
スピーディーに把握する必
要があ

カンパニーでは、主にインターネット広告
サービスを提供している。

数百名のメ が同じ
ツールを使い、正しいデー
タを見る

・出勤中にスマホからDomo
にアクセスし、現状把握を
する

し、変化があったらすぐに
指示を出す

・ 「Domo Apps」で、単に
グラフを視覚化するだけで
なく、データにメッセージ
を込める “ビジネ 変化の ピ要があった

・他部門の現状把握をするた
めにリサーチアナリシス部
の時間が割かれていた

・営業やサービス部門が自ら
現状を把握できるようにな
り、リサーチアナリシス部
はより深い分析業務を行う

を込める
・現場スタッフがデータを意

識し、一段高い視点から業
務に向き合う

“ビジネス変化のスピー
ドに、柔軟に対応できる
Domo。部門・役職の異な
る数百名が、“正確なデー
タ” に基づいた議論がで

天野 武 氏
ヤフ 株式会社

タ” に基づいた議論がで
きるようになりました。”「Domo Apps」で表現さ

れたチャート。「売上
（Revenue)」を最重要指
標として、それを分解し
た「リクエスト数
（Request)」「リクエス

すべての部門がDomo
を利用。各部門がそれ
ぞれ利用していたツー
ルを一本化することで、
「正しいデータ」を
ベースに論議ができる

※本スライドの記載内容は2015年7月現在のものです。

ヤフー株式会社
マーケティング

ソリューションカンパニー
マーケティング本部

リサーチアナリシス部
部長

（Request)」 リクエス
ト単価（RPR）」という
ように、知っておくべき
指標が一目でわかる。

ベ スに論議ができる
ようになった。



DOMOありがとうございました


