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アシスト、Oracle Cloud で Oracle Database 12c Release 2 への 

バージョンアップ検証が可能な 

「12c R2 × Oracle Cloud スタートアップキャンペーン」開始 
～ バージョンアップに必要なクラウド環境と各種支援サービスが 

最大 127 万円割引 ～ 

 

 

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、Oracle Cloud

の利用料金と環境構築、基礎教育などのセットを最大 127 万円割引の特別価格で提供する「12c R2 × Oracle 

Cloud スタートアップキャンペーン」を、本日より開始します。 

 

Oracle Database の最新バージョン Oracle Database 12c Release 2（以下 R2）が Oracle Cloud で提供され、

今後、Oracle Exadata Database Machine、Oracle Database Appliance を含むオンプレミス環境でも利用可能

になる予定です。セキュリティや機能強化の観点でデータベースのバージョンアップは非常に重要であるもの

の、検証が不十分だとアプリケーションが遅くなったり、新機能を十分に活かせないなどの問題が生じます。し

かし、オンプレミスと完全互換で「Oracle Real Application Clusters (RAC)」環境なども構築可能である Oracle 

Cloud を利用することで、本番環境がオンプレミスかクラウドかに関わらず、バージョンアップに必要な開発／

検証環境を低コストで入手でき、すぐに検証を行うことができます。 

 

アシストでは、昨年 9 月より Oracle Cloud と、Oracle Cloud の基礎教育や環境構築などのサービスを提供し

ていることに加え、Oracle Database 12c R2 についてもいち早く検証を実施し、日本オラクル主催のセミナーや

アシストテクニカルフォーラムで検証結果を発表しています。今回開始する「12c R2 × Oracle Cloud スタート

アップキャンペーン」では、2 月 10 日から 4 月 30 日までの期間限定で、Oracle Cloud（100 万円分の利用枠）

に、これまでアシストがサービス提供や検証実施で培ったノウハウを体系化した「環境構築」、「基礎教育」、

「12c R2 新機能のレクチャ」などのサービスを組み合わせ、4 種類のパック（.開発スタートパック、検証スタート

パック、SQL 互換性検証パック、フル活用パック）として特別価格で提供します。 

 

本キャンペーンでは、3,000 社以上の豊富なデータベース構築実績を持つアシストの技術者が、クラウドへ

のデータ移行や SQL の互換性チェックなどを行い、Oracle Database 12c R2 へのバージョンアップを検討中の

顧客企業を強力にサポートします。 
 
本リリースに伴い、日本オラクル株式会社様より以下のエンドースメントを頂戴しています。 

 

日本オラクル株式会社は、この度株式会社アシスト様にて Oracle Cloud スタートアップキャンペーンが開始

されたことを歓迎いたします。株式会社アシスト様はオンプレミス領域のみならず、クラウド領域においても豊富

な経験・実績と高い技術力で多くのお客様にオラクル製品及びサービスをご提供いただいております。今回の

クラウドキャンペーンが、お客様の Oracle Database 12c Release 2 へのバージョンアップにおいて有効活用さ

れ、クラウド市場を一層活性化させるものと期待しております。 

日本オラクル株式会社                 

執行役 副社長 クラウド・テクノロジー事業統括 

石積 尚幸 

 

 



■「12c R2 × Oracle Cloud スタートアップキャンペーン」について 

「12c R2 × Oracle Cloud スタートアップキャンペーン」では、Oracle Cloud の 100 万円分（税別）の利用枠に

合わせ、以下の 4 種類のパックを特別価格にて提供します。 

 

◎キャンペーン期間 ： 2017 年 2 月 10 日～4 月 30 日 

◎詳細 URL ： https://www.ashisuto.co.jp/pr/oracle-cloud/12cr2campaign.html 

 

●開発スタートパック 

ハードウェアや Oracle Database のライセンスを調達することなく、すぐに開発／検証が開始できます。 

 

パック内容 ： - Oracle Cloud 利用枠（100 万円分） 

             - アシストのサービス 

                ・Oracle Cloud 環境構築 

                ・Oracle Cloud 基礎教育、12c R2 新機能レクチャ 
 

価格（税別） ： 120 万円 （通常価格 165 万円） 

 

●検証スタートパック 

必要なデータが入った状態ですぐに検証を始められます。 

 

パック内容 ： - Oracle Cloud 利用枠（100 万円分） 

             - アシストのサービス 

              ・Oracle Cloud 環境構築 

              ・Oracle Cloud 基礎教育、12c R2 新機能レクチャ 

              ・Oracle Cloud への DB 移行 
 

価格（税別） ： 198 万円 （通常価格 285 万円） 

 

●SQL 互換性検証パック 

既存の SQL がそのまま実行可能か、すぐに検証できます。 

 

パック内容 ： - Oracle Cloud 利用枠（100 万円分） 

              - アシストのサービス 

              ・Oracle Cloud 環境構築 

              ・Oracle Cloud 基礎教育、12c R2 新機能レクチャ 

              ・Real Application Testing（RAT）SQL 非互換チェック 
 

価格（税別）： 198 万円 （通常価格 285 万円）   

 

●フル活用パック 

検証に加えてパラメータの見直しを行い、バージョンアップをより万全にします。 

 

パック内容 ： - Oracle Cloud 利用枠（100 万円分） 

             - アシストのサービス 

              ・Oracle Cloud 環境構築 

              ・Oracle Cloud 基礎教育、12c R2 新機能レクチャ 

              ・Oracle Cloud への DB 移行 

              ・Real Application Testing（RAT）SQL 非互換チェック 

              ・Oracle パラメータ設計 
 

価格（税別） ： 298 万円 （通常価格 425 万円） 

https://www.ashisuto.co.jp/pr/oracle-cloud/12cr2campaign.html


■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 

従業者数：1,070 名（2016 年 4 月現在）※グループ会社含む 

本社：東京都千代田区九段北 4-2-1 

URL：https://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、データベースを中心に、近年ではクライア

ント仮想化やビジネスルール管理、データ・プレパレーション分野も拡充し支援しています。今年も“「お客様

の最高」のために”というスローガンのもと、これらの分野にさらに注力し、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、吉田 

TEL：03-5276-5850 URL：https://www.ashisuto.co.jp/contact/press/ 

■「Oracle Cloud」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 ビジネス推進部 担当：中村 

TEL：03-5276-3653 

詳細 URL：https://www.ashisuto.co.jp/product/category/cloud-platform/oracle-cloud/ 

 

※ Oracle と Java は、Oracle Corporation およびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登

録商標です。その他、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。 

https://www.ashisuto.co.jp/
https://www.ashisuto.co.jp/contact/press/
https://www.ashisuto.co.jp/product/category/cloud-platform/oracle-cloud/

