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4Dは理知的で強力、また将来に対しても備えのできた
ビジネスソリューションを創るために誕生しました。
4Dの革新的な統合プラットフォームはアプリケーション
の開発から展開までを、極めてシンプル＆スピーディーに
実現することができます。4Dは互換性が高く、競争力があ
り、新しい時代に対しても優位に立てるよう、オープンスタ
ンダードを積極的に採用しています。

 ビジネスアプリケーションの 
 開発から展開まで 
 シンプル＆スピーディーに実現します 

2 3



 複雑な課題を解決できる 
 シンプルなソリューションを 
 提供することが信条です 

複雑な問題にシンプルなソリューションを提供する
ことは、4Dを採用していただいた数々の中小ビジネ
ス・大企業・東証一部上場企業・大学・官公庁・独立系
開発者・垂直産業ソリューションベンダー様と4Dに
共通の目標また価値観となってきました。

4Dが選ばれている背景には、互換性と利便性を重視
してきたこと、最新の業界標準を積極的に採用している
ことに加え、今後のビジネスシーンを形成する次世代の
技術にも重点的に取り組んでいることが理由として

挙げられます。4Dは新しいものだけでなく、次に来る
ものまでしっかりと見据えているということです。  

パーソナルコンピューティングの黎明期に、世界最初
のグラフィカルデータベース会社として誕生した4D
は、いまやあらゆるスケールのソフトウェアソリューシ
ョンを展開するためのツールをさまざまなユーザに
提供する存在になりましたが、当初のビジョンは
今でも健在です。

4Dの原点

4 5

“4Dはビジネスシステムを開発・展開する上で
優れたプラットフォームであることを長年にわたって
実証してきました。競合他社よりもずっと素早く
簡単に技術的な優位性を実現できるからです。”

ニコラス・レーン、セールス＆マーケティングディレクター
シナジストエクスプレス (英国)

10,000以上のユーザを擁するシナジスト社は、雇用コスト
管理・プロジェクト管理・リソース管理を数々のコンサル
ティング会社やクリエイティブエージェンシーに提供して
きました。15年以上にわたり、同社の業務最適化ソリュー
ションは、若い会社から複数の拠点を持つコンサルティン
グ会社まで、あらゆるサイズのビジネスに採用されてきまし
た。マルチプラットフォームおよびWebをサポートし、主要な
経理システムとも接続できるようにするなど、同社はひとつの
パッケージにユビキタス性と柔軟性を盛り込む上で効果的に
4Dを活用しています。
 

www.synergistexpress.co.uk

“4Dテクノロジを活用しているNexancePMは、
展開が容易で操作が簡単、既存のシステムとも
よく融和し、TCO (総保有コスト) の面で非常に
優位です。これまでにフォーティスミレニアム社、
ダイムラークライスラー社、そしてアコールサービ
スグループなどの企業が、世界中で戦略的目標
管理およびビジネス改革プロジェクトのために
NexancePMを選択しました。”

アレクシス・ド・フォンレオル、マネージングパートナー
ネクサンス (フランス)

民間企業から公的事業、中小企業から国際的な大会社
まで、ネクサンス社はあらゆるサイズとタイプの組織が
戦略管理や業務改革を進めるのを手助けしてきました。
バランス・スコアカードメソッドに着想を得、4Dで創られた
マネジメントシステムのNexancePMは、同社の主要な旗艦
製品です。

www.nexance.com
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 最高の統合ソフトウェア開発環境を 
 提供しているという 
 確かな自信があります いまやあらゆるサイズの組織が4Dテクノロジを採用

しており、その存在は円滑な運営に欠かせないものと
なっています。巷のアプライアンス（電化製品）ショ
ップからAmerican Express社、ドラッグストアから
Dolby社、ハイスクールからHewlett Packard社 - こ
れらはほんの一部です。 

ユーザに共通しているのは、4Dが長年IT業界で積み
上げてきた豊富な経験に期待していることに加え、
アイデアを素早く本物のソリューションに転換でき
る力に信頼を寄せているという点です。   

4Dの得意分野

“DATAformで出版した最初のカタログは、それ
までに制作したどのカタログよりも50%安価で
した。4Dで創られたこのソリューションのおか
げで、電子出版・CD-ROMおよびオンラインスト
ア用のカタログデータが同時に制作できるよう
になりました。” 

ピーター・グラウビッツ、データマネージャ 
ランゲンシャイツKG (ドイツ)

ランゲンシャイツKGは世界最大級の辞書・地図・ドイツ
語索引の出版社のひとつであり、ガッセンフーバーシス
テムエントウイックルング社により完全に4Dで創られた
DATAformを採用しています。

www.langenscheidt.de

4Dは、どれだけニーズが多様化していたとしても
統合された環境で使用することができ、ビジネス
アプリケーションの開発から展開までにかかる期間を
短縮し、過程を大幅に簡素化できる最高のプラット
フォームであると確信しています。スタンドアロン
アプリケーション・マルチプラットフォーム・クライ
アント／サーバアプリケーション・Webベースの
協働アプリケーションなど、4Dは事実上、あらゆる
スケールの主要なアプリケーションタイプを網羅
しており、今日、そして明日のビジネスワールドが
放つ要求に応えられる用意ができています。

比類のないソリューション

4Dは、アイデアを具体化できる最速の手段であり
たいと考え、努力を重ねてきました。事実上のオール
インワンソリューションであり、クラシックなデスク
トップアプリケーションから始めて最新式のアプリ
ケーションまでほんの数ステップで発展させること
ができます。同じ基本的なデータをRich  Internet 
Applications（RIA）やSoftware  as  a  Service（SaaS）
のような最近のトレンドに合わせて再構成することが
でき、そのための労力は最少限のもので済みます。

一番の近道

4Dは、数々の競合他社製品が市場に存在することを
承知しています。すでに他社製システムが運用中で
あるのは珍しいことではなく、そのような場合、4D
は喜んで協力したいと考えています。
4DはSOA（Service  Oriented  Architecture）に基づ
いたものを含め、競合ではなく、共存を目的として
標準的な技術を積極的に採用しています。データ
テクノロジに対する投資は企業の資産であることを
深く受け止めており、今日採用されたソリューションが
明日の世界でも有効なものであるという信頼感を
重視しています。

4Dは、機能面の妥協や安易な価格の引き下げでは
なく、実際の必要に合わせて柔軟にスケールを調整
し、市場での有利な位置を維持するためにかかる
時間と労力を節約することにより、総合的なコスト
ダウンを実現することができます。製品のクオリティ
が高いのはもちろんのこと、時間と資源の節約とい
う隠れた面においても、4Dは優れたソリューション
を提供しています。

開かれた世界

経済的でリーズナブル
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 4Dの主力製品の名称は 
 社名と同じ、つまり4Dです 

4Dの主力製品の名称は社名と同じ、つまり4Dです。

4Dは互換性を維持することに最大の配慮を払いつつ、
その製品で創られたアプリケーションが卓越したクオ
リティのものとなるよう努力を注いできました。極め
て強力かつ多面的なことで知られる4Dですが、その
本当の価値は合理的な簡潔性にあります。4Dの場合
開発・運用・改修はすべて単一の統合された環境で
行なわれます。これは、サポートやメンテナンスの
時間が大幅に節約され、本来のビジネスに充てられる
時間がより多くなるということを意味します。

4Dは優れたデータベースエンジン、他に類をみない
統合開発環境、無数のデータソースに接続できる
発展性を有しており、既存あるいは将来のシステムが
どれだけ複雑なものであったとしても容易に連携
できるよう設計されています。ビジネスに求められて
いるのがデスクトッププログラム、クライアント／
サーバアプリケーション、本格的なWeb  2.0アプリ
ケーション、あるいはビジネスツールであっても、同じ
ようにシンプルな仕方で展開することができます。

4Dは近年新しいバージョンをリリースするたびに
オープンスタンダードを積極的に採用しており、この
こともまた企画から運用までに要する時間の短縮に
大きく貢献しています。4Dはいっそう快適に製品を使用
していただけるよう、世界レベルのトレーニング
（オンラインおよび対面形式）とサポートを提供して
おり、デベロッパが投資から最大限の利益を得られる
ことに焦点を合わせて企画されたイベントを定期的に
開催しています。4Dソリューションにはいつでもすぐに
サポートが受けられるという安心感があります。

4Dは成功に至るまでの全過程に積極的に関わって
ゆきたいと考えており、ビジネスを始めるために
必要なツールとトレーニングを提供するだけでなく、
パートナープログラムを通し、マーケティングのお手
伝いや、4Dで創られたソリューションの販売を軌道に
乗せて成長するために有用な数々のサービスを提供
しています。

ピュアでシンプル

“4Dは単一のアプリケーションでクライアントと
Webの両方がサポートできるデュアルプラット
フォーム構造なのでTCOを抑えることができ、
オーバーヘッドが最少限にとどめられます。”

ケビン・バルキネーロ、代表兼CEO 
ナレッジシェアリングシステムズ (米国)

ナレッジシェアリングシステムズ社のTechTracSは、50を
超える大学研究室・政府施設・民間および非営利の技術
革新管理業務に使用されています。もっとも最近の顧客は
米国陸軍であり、100億ドルの研究プロジェクトを管理する
ためにこの4Dソリューションが選ばれました。

www.knowledgesharing.com

“4Dは、我々が必要とするものをすべて、統合された
環境にまとめてくれました。おかげで時間をかけ
ずに柔軟な開発ができ、さらに重要なこととして
変更を素早く加えることができます。”

アントワン・バーデッド、システムグループマネージャ  
クイーンズランド州警察署 (豪州)

オーストラリアのクイーンズランド州警察署は、およそ170
万平方キロメートル、言い換えるなら国土のほぼ４分の１
ほどの広大な地域を管轄し、400万の人口に対して警察
サービスを提供しています。州警察署には、警察官10,000
人と4,000人ほどのスタッフメンバーが勤務しています。

www.police.qld.gov.au

“4Dで創られたソリューションはどの従業員も
短期間で習得でき、とにかく全体的に使い易いの
で、生産性が毎年20-30%ずつ向上しています。” 

ギュンター・シュミット、ゼネラルマネージャ兼CEO 
システムコズメティーク (ドイツ)

システムコズメティーク社は、高い品質水準を要求する
多数の高級化粧品ブランドが使用している中央生産施設
です。生産計画システムには、ソフトウェアエントウイック
ルング・ウント・ベラトゥングデリック社製のVEH:CIを採用
しています。

www.systemkosmetik.de
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 世界の隅々まで 
 サポートを提供しています 

“我々が成功した要因のひとつは、4Dが有する
極めて高い適応能力にあるといえるでしょう。おか
げで日々変化する技術・法律・地理・およびビジ
ネススタンダートに素早く対応することができま
した。”

ガブリエル・アルファレス、インターナショナルディレクター 
エンタープライズソフトウェアソリューションズ (メキシコ)

エンタープライズソフトウェアソリューションズ社は、メキシコ
シティを拠点とする、エンタプライズリソースプラニング
ソリューションMBA3の開発元です。現在も南米全域で
新規顧客を獲得しており、市場にある有名なERP競合製品
に対してもしばしば勝利を収めています。

www.enterprise-solutions.biz

“4Dはとてもフレンドリーで使い易い開発ツール
です。4Dを選択したことにより、柔軟かつ直感的
で年配者でも簡単に扱うことができる実用的な
アプリケーションが作成できました。”

枚岡合金工具株式会社
代表取締役社長　古芝 保治

枚岡合金工具株式会社は大阪に拠点を置く金型製作会社
です。製造現場の文書を管理するための社内システムから
発展したデジタルドルフィンズは、4Dを使用しており、中小
企業を中心に評判が広まって松下電工株式会社のような
大企業でも採用されました。

www.sg-loy.co.jp

4Dのソリューションは世界中で高い評価を受けて
います。 

8カ国に存在する本社および支社に加え多数のイン
ターナショナルソフトウェアベンダーやサポートセン
ターに支えられている4Dは、世界経済の動向に通じて
おり、現在70を超える国々に進出し、そこで採用されて
います。

地図上の位置や話す言語に関係なく、4Dデベロッパは
良質のサポートを受けることができます。販売・技術
サポート・トレーニング・イベントは、4Dのグローバル
ネットワークおよび各国の代理店を通して、事実上、
すべてのタイムゾーンで提供されています。

各国におけるサポート体制やお住まいの地域での
4Dの情報をお探しであれば、次のURLをご覧下さい: 
www.4d.com/world

信頼できるグローバルパートナー

4D オフィス 代理店およびリセラー



4Dや4D製品、およびにサポートついてより詳しくお知り
になりたい方は、電話でお問い合わせいただくか、弊社の
Webサイトをご覧ください。

4D SAS
Worldwide Headquarters
66, route de Sartrouville - 78230 Le Pecq - France
Tel: +33 1 30 53 92 00 - Fax : +33 1 30 53 92 01
info-intl@4d.com

株式会社フォーディー・ジャパン
東京都渋谷区道玄坂1-10-2
渋谷THビル6F
Tel: (03) 6427-8441 - Fax : (03) 6427-8449
info-JP@4d.com 
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