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アシスト、オープンソース・データベース「PostgreSQL」の支援サービス刷新
〜 BI ソリューション「GeoQlik」の総合支援サポートを追加し、
情報活用分野での PostgreSQL 普及も支援 〜
株式会社アシスト（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大塚 辰男、略記：アシスト）は、 オープン
ソース・ソフトウェアの RDBMS「PostgreSQL」のプロダクトサポート・サービス刷新に加え、地図連携強化
を図るサービスの提供も開始します。
2009 年より「PostgreSQL」に関する各種サポート・サービスの提供を開始したアシストでは、 2010 年
には国内初となる 24 時間 365 日対応のプロダクト・サポートの提供、2012 年には PostgreSQL 開発コ
ミュニティからのプロダクト提供開始日より 10 年間の長期サポート、仮想環境、物理環境を問わないサー
バ契約など、ミッション・クリティカルな領域と、クラウド・コンピューティングや仮想化環境などの多様な形
態での採用に合わせ、支援内容を順次拡充してきました。
今回アシストでは、取扱製品である連想型高速インメモリ BI ツール「QlikView」（開発元／販売元：Qlik
Technologies, Inc.、クリックテック・ジャパン株式会社）専用の地図連携ソリューション「GeoQlik（ジオク
リック）」（開発元／仏 Business Geografic 社）の地図情報連携機能「PostGIS」を新たにサポート対象と
します。これにより、GeoQlik、および GeoQlik のリポジトリ DB である PostgreSQL、PostGIS の総合的な
サポートを提供するとともに、情報活用分野での PostgreSQL の普及を強力に支援していきます。
また、プロダクト・サポートに関しては、同一サイトで 25 サーバまでサポートする「サイト 25 契約」に加
え、今回 5 サーバまでの「サイト 5 契約」を新設することで、中小規模または PostgreSQL について取り組
みを開始する事業者が採用しやすい環境を提供します。

■「PostgreSQL」支援サービスについて
＜プロダクトサポート・サービス＞
サポート区分

エントリ

スタンダード

エンタープライズ

240,000 円

440,000 円

880,000 円

サイト 5 契約（5 サーバまで、契約期間 1 年、金額税別）

－

1,000,000 円

2,000,000 円

サイト 25 契約（25 サーバまで、契約期間 1 年、金額税別）

－

2,750,000 円

5,500,000 円

会社契約（従業員数に応じて、契約期間 1 年、金額税別）

－

6,000,000 円〜

12,000,000 円〜

サーバ契約（1 サーバ、契約期間 1 年、金額税別）

対応時間

平日 9:00〜17:00

問い合わせ方法／サポート言語

24 時間 365 日

電話、FAX、Web、E-Mail／日本語

サポート内容
マニュアル・レベルの確認／発生事象の再現確認

○

○

○

ソース・レベルの確認／修正パッチの提供／各種ミドルウェアの
サポート

－

○

○

エントリ

スタンダード

エンタープライズ

＜GeoQlik＋PostgreSQL+PostGIS 総合支援サービス＞
サポート区分
PostgreSQL サーバ契約（1 サーバ、契約期間 1 年、金額税別）

240,000 円

440,000 円

880,000 円

PostGIS サポート（契約期間 1 年、金額税別）

120,000 円

220,000 円

440,000 円

合計（金額税別）

360,000 円

660,000 円

1,320,000 円

※GeoQlik のリポジトリとして PostgreSQL を利用する場合はサーバ契約のみ提供。
※GeoQlik のサポートは別途必要。GeoQlik は平日 9:00〜17:00 のみサポート。

＜関連セミナー＞
来る 11 月 7 日には PostgreSQL 9.3 のリリースを記念し、新機能の紹介と、データベースを利用するアプ
リケーション開発でのデファクトスタンダードである「SI Object Browser」の PostgreSQL 対応版を紹介
するセミナーを開催します。
◎「データベースのアシスト Database One Day Seminar
〜リレーショナル・データベースの進化を見逃すな！〜」について
開催日時：2013 年 11 月 7 日（木） 13:00〜18:00
会場：TKP 市ヶ谷カンファレンスセンター（東京都新宿区）
詳細 URL：https://mp.ashisuto.jp/public/seminar/view/1160
※ 「B-1 PostgreSQL / PPAS 9.3 新機能」、「B-2 SI Object Browser for Postgres によるデータ
ベース移行」で紹介。

■「GeoQlik」について
GeoQlik は、QlikView 専用の拡張機能で、最先端の地理情報分析機能を提供します。 BI ツールである
QlikView 専用のシンプルかつ強力な GIS コンポーネントで、QlikView のユーザがダイナミックに地図上で
ビジネスデータや指標を“地理的に分析”することを可能にします。 GeoQlik では、行政地域、商業地域、都市
や市街地、商業機関、衛星や航空イメージなどの地図データを幅広く管理することができます。 GeoQlik は、
Web GIS や地理空間 BI に特化したフランスのソフトウェア・ベンダーである Business Geografic 社によっ
て開発されました。Business Geografic 社は、QlikTech 社の長年における技術パートナーで、世界における
QlikView の成長に最も貢献しているプロバイダーの 1 つです。世界中にある 100 社以上の販売パートナー
とグローバルなビジネス網を築くことで、QlikView ユーザにとって価値のある地図連携ソリューションを提供
します。

■株式会社アシストについて
代表取締役会長：ビル・トッテン／代表取締役社長：大塚 辰男
設立：1972 年 3 月
社員数：830 名（2013 年 4 月 1 日現在）
本社：東京都千代田区九段北 4-2-1
URL：http://www.ashisuto.co.jp/
アシストは、特定のハードウェア・メーカーやソフトウェア・ベンダーに偏らない、幅広いパッケージ・ソフト
ウェアを取り扱う会社です。「パッケージ・インテグレーター」として複数のソフトウェアと支援サービスに
アシストのノウハウを組み合わせ、企業の情報システムを情報活用、運用、データベースのそれぞれの
分野で支援しています。今年は、新スローガン（「お客様の最高」のために）のもと、この3分野にさらに
注力し、商用だけでなくオープンソース・ソフトウェアを含め顧客企業の立場に立った製品選定と独自の
組み合わせによる製品／サービスの提供を一層強化し、活動していきます。

■ニュースリリースに関するお問い合わせ
株式会社アシスト 広報部 担当：田口
TEL：03-5276-5850 FAX：03-5276-5895
E-Mail：press@ashisuto.co.jp

■「PostgreSQL」および各種支援サービスに関するお問い合わせ
株式会社アシスト
情報基盤事業部 企画部 担当：中村剛
データベース技術本部 担当：高瀬
TEL：03-5276-3653 FAX：03-5276-5876
E-Mail：pg_web@ashisuto.co.jp
詳細 URL：http://www.ashisuto.co.jp/prod/postgresql/
※ 記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
※ ニュースリリースに記載された製品／サービスの内容、価格、仕様、お問い合わせなどは、発表日現在のも
のです。その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

