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スマートスタイル、MariaDB 社と販売代理店契約を締結
～MariaDB：オープンソース DB のサポートサービス、コンサルティングを提供～

株式会社スマートスタイル（本社：東京都港区、代表取締役：野津 和也、以下 スマートスタイル）は、
MariaDB 社（旧 SkySQL 社）と販売代理店契約を締結しました。MySQL の性能を保持したまま独自の機
能を拡張したデータベースである、MariaDB 社製品群のプロダクト・サポートサービス（サービス名：
MariaDB Enterprise、MariaDB Enterprise Cluster）の日本国内での販売を開始し、関連するコンサルティ
ングサービスを提供致します。
スマートスタイルは、MySQL からドロップインし、性能、堅牢性を高めるため独自機能の開発を続け、世
界からオープンソースの製品として高い評価を受けている MariaDB の開発元である MariaDB 社の
Advanced パートナーとなりました。今回の提携の第一歩としては、MariaDB の有償サポートサービス
（MariaDB Enterprise) また高可用性ソリューションサポートサービス(MariaDB Enterprise Cluster)を販売
いたします。スマートスタイルは今後、MariaDB 社と活発な技術交流を行い、エンタープライズ環境にお
いて企業ユーザーが安心して MariaDB 製品をご利用できる体制作りを致します。
積極的に MariaDB 社とセミナーを行い、MariaDB にご興味を持っていただいているお客様へ情報発信
を行います。MariaDB 社のイノベーティブな活動と、スマートスタイルが行ってきた長年の MySQL コンサ
ルテーションの経験を活かし、オープンソースの市場の活性化と MariaDB の日本での普及を推進致しま
す。

【MariaDB プロダクト・サポートサービスラインナップの詳細】
MariaDB プロダクト・サポートサービスとして、MariaDB Enterprise、MariaDB Enterprise Cluster (有償の
オプショナルサービスとして MariaDB Max Scale )を提供してまいります。
■MariaDB プロダクト・サポートサービスの特徴
MariaDB はコミュニティ版の MariaDB にて利用することができますが、MariaDB Enterprise および
MariaDB Enterprise Cluster といった年間サブスクリプションをご購入頂くことで、サポートサービス、最適
商用バイナリ、最新ツールの提供をご利用頂けます。MariaDB Enterprise ではお客様の用途に合わせ、
2 種類のプロダクト・サポートをご提供致します。MariaDB Enterprise Cluster では、Galera ベースのマル
チマスタ同期レプリケーションクラスタが提供され、サポート、管理ツール、API が利用でき、プロビジョニ
ング、モニタリング等の管理作業が大幅に簡素化されます。
■「MariaDB Enterprise」
MariaDB Enterprise は、MariaDB 社が提供する有償サポートサービスとなります。エンタープライズ利用
に必要となる機能や設定をあらかじめ組み込んだ MariaDB バイナリが提供されます。また、導入・運用・
保守に役立つ各種ツールの提供や、高い信頼性を誇る公式サポートも含まれています。セキュアかつハ
イパフォーマンスを求められる Web サービスや業務システムに最適なサービスです。Advanced の有償オ
プショナルでは Max Scale のサポートも提供いたします。

標準価格

契約単位
内容

： Standard
300,000 円
Standard
390,000 円 （日本語対応）
Advanced
500,000 円
Advanced
620,000 円 （日本語対応）
： MariaDB サーバー 1 台
： 商用環境に適したバイナリの提供、MariaDB 関連ツールの提供

■「MariaDB Enterprise Cluster」
MariaDB Enterprise Cluster は、MariaDB から派生した MariaDB Galera Cluster という製品に、商用環境
での利用を想定した機能、ツール、サポートサービスを追加したパッケージ製品です。
「MariaDB Galera Cluster」とは、「Galera Cluster」をベースとし、商用環境での利用を想定した MariaDB
独自のクラスタ製品です。改良されたマルチマスタ構成により「単一障害点」がなくなり、高い可用性が担
保されています。そのため、「ミッションクリティカル」なシステムに対しても利用することが出来ます。
また、クラスタ構成時の煩雑な設定やダウンタイムが解消され、簡単に導入することができます。MariaDB
Enterprise Cluster のオプショナル（有償）としても Maｘ Scale のサポートを行います。
標準価格
契約単位
内容

： 700,000 円
980,000 円 (日本語対応）
： MariaDB Galera １台
： クラスタ構成に最適な設定が施された MariaDB バイナリの提供
クラスタの管理・運用に特化した GUI ツール（severalnines）の提供

「MariaDB Enterprise」、「MariaDB Enterprise Cluster」に付随するサポートサービスの条件は以下のとお
りです。
インシデント数 ： 専用 Web にてインシデント (無制限)
サポート対応時間： 英語
・平日 9：30‐17：30（MariaDB Enterprise Standard）
・365 日 24 時間(MariaDB Enterprise Advanced, MariaDB Enterprise Cluster)
日本語対応 月～金 9:30～17:30(土日祝日を除く当社営業日)
初回応答時間 ： 3 営業日以内
MariaDB 製品のより詳細な機能・特徴については、下記 URL を参照ください。
http://www.s-style.co.jp/products/mariadb
【MariaDB 社コメント】
今回のスマートスタイルとの代理店契約は、MariaDB 社にとって非常に喜ばしい事であり、彼らの持つ多
大なオープンソース製品に関する知識と経験が我々のビジネスにおいても重要なファクターとなるでしょ
う。
日本のお客様に対して、MariaDB 社が提供するオープンソースソリューションをより正確かつ迅速に、
理解していただく為にもスマートスタイル社とのより深いパートナーシップを期待しております。
Dion Cornett （VP Global Sales at MariaDB）
【スマートスタイルについて】
スマートスタイルは長年に渡り、オープンソースの代表的データベースソフトである「MySQL」についての

戦略的なビジネス活動を行っている日本で唯一の MySQL の専門ソリューションカンパニーです。オープ
ンソース DB のプロダクトの販売をはじめ、エンジニアによるコンサルティングやチューニング等の技術サ
ービスを通じて得た数多くの実績と経験により、MySQL、MariaDB、Percona の製品を導入される企業に
対して、高い技術と万全のサポートを総合的に提供しております。
会社名 ： 株式会社スマートスタイル
所在地 ： 東京都港区浜松町 1-23-1 オフィスデザインビル 2 階
TEL 03-6800-3220 (代)
代表者 ： 代表取締役 野津 和也
設立年月： 1987 年 10 月
資本金 ： 93,749,985 円
URL
： http://www.s-style.co.jp/
【MariaDB 社について】
MariaDB 社（旧 SkySQL 社：2014 年 10 月 1 日社名変更）はフィンランドに本社を構えるグローバル企業
で世界中に同プロダクトの開発を担う技術者を保有している世界屈指のオープンソース DB 開発を行っ
ている会社です。
2013 年には 20 億円の資金調達を行い、世界的な信頼獲得、顧客開拓に成功し、現在は 30 カ国以上、
400 を超える優良顧客を獲得しています。
開発精度の高さや緻密さが世界中のエンジニアから評価され、ダウンロード数が急増しており、代表的な
Linux ディストリビューションにおいても現在急速な普及を遂げています。
MariaDB の開発理念は、コミュニティを主導しながら、オープンソース開発環境が、常にイノベーティブで
あること、自由な発想を求めること、より顧客が望むソリューションを届けることです。
また MySQL を創始した Michael "Montey"Widenius 氏をはじめとする MySQL5.5 以前のオリジナル開発
者たちが所属しており、この理念のもと、次世代のオープンソース DB を開発しています。
同社は、カードナーのマジッククアドラントにおいて、オペレーショナル・データベースの分野でリーダ
ーの位置にいると評価されました。マジッククアドラントにおけるリーダーは、今日の市場ニーズに対応す
る成熟した製品をリリースしており、市場が進化した場合でもリーダーの座を維持できるビジョンも明示し
ていると評価されています。自社製品への集中的な取り組みと投資を通して、市場全体の方向性に影響
を及ぼしています。

【コピーライト表記について】
本プレスリリースに記載されている会社名、製品名等は各社の商標または登録商標です。
製品の画面掲載などのコピーライト表記は、下記の通りお願いいたします。
Copyright (C) 2015 Smart Style Co., Ltd. All rights reserved.
【本件に関するお問合せ先】
株式会社スマートスタイル
MySQL ソリューション事業部 営業部 小野
TEL： 03-6880-3222／FAX： 03-6880-3221
Mail： info@s-style.co.jp

