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Press Release 
 

報道関係 各位 

2016年 12月 12日 

～ 新製品販売開始のお知らせ ～  

エクセルソフトは、SQL Server の開発・管理の 

劇的な効率化とコストダウンを実現する 

Redgate 製品の販売を開始します。 

 

エクセルソフト株式会社（東京都港区）は、Redgate 製品の販売を 12月 14日より開
始します。 

 製品名： 

Redgate 製品 
(レッドゲイト)  

 製品カテゴリー： 

データベース ライフサイクル マネジメント ツール 

 製品概要： 

データベース ライフサイクル マネジメント (DLM) とは、データベースの構築、導
入、運用、保守、破棄まで一連のライフサイクルのプロセスを継続的に管理する考え
方です。 

Redgate 製品は、ユーザー業務とアプリケーション開発に、データベース管理を融合
し、より迅速で高品質なシステムの提供に貢献することで、事業や業務環境の変革の
スピードに応える事を可能にします。また DLM の分野において、公共機関から部門
の個別データベース サーバーまで、規模や環境を選ばない実績を有しています。 

Redgate 製品は、世界で 20 万社以上・60 万人を超えるお客様に使用されていま
す。 

 Redgate 製品の主な機能 / 利点 

主な機能 

 ソース管理 

 ソースからの自動構築 

 開発環境から本番環境へのリリース自動化 

 データベースの変更状況の監視と承認 

 パフォーマンスのモニタリング機能 
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Redgate 製品を使用することによる利点 

 データベース サーバーの開発・管理・移行において、確実で快適な作業環境を提
供し、ユーザー業務の変革にスピーディに対応します。 

 手作業によるデータベースの変更作業をすべて自動化し、データベース管理におけ
る生産性を向上させ、ヒューマンエラーを防止します。 

 SQL Server 標準ツールの SQL Server Management Studio 上で動作するため、慣
れ親しんだ UI 上で使用できます。 

 データベース ライフサイクル マネジメントの実現を可能にする主な Redgate 製品 

製品名 製品内容 

 

スキーマ比較ツール 
DB単位で、テーブルやビュー等のオブジェクトの比較/同期を行
う。 

 

データ比較ツール  
DB単位で保存されているデータの比較/同期を行う。 

 

DBの変更管理ツール  
DB単位でのバージョン管理を行う。 

 

パフォーマンス監視ツール(Web)  
DBへの負荷情報等をWeb上で提供する。 

 

SQLクエリ生成支援ツール  
クエリ生成時における予測変換を行う。 

 

データ作成支援ツール 
大量のテーブルデータを作成することができる。 

 

ドキュメント作成支援ツール  
現行の DB環境をもとにした、定義書等のドキュメントを自動生
成する。 

 

クエリ単体テスト支援ツール  

記載した SQLに対しての値に対する単体テストを自動実行する。 

 

DBオブジェクト相関追跡ツール  
DB内のオブジェクト相関図を自動生成する。 

 

バックアップリストア支援ツール  
DBバックアップおよびリストアのスケジュールと管理を行う。 

 

バンドル製品名: SQL Toolbelt 
DLMを実現する Redgateのツール群 
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このようなことにお悩みではありませんか？ 

1. データベースのバージョン管理 

 履歴が把握できない。 

 特定の管理者・担当者の負荷が高い。 

 バージョン管理が手作業であるため、あらゆる作業に時間と手間を要してい
る。 

2. リリース作業 

 本番環境への反映の際、スクリプトを手動で作成している。 

 手作業によるヒューマン エラーが発生しやすい。 

3. 運用開始後のモニタリング 

 パフォーマンス悪化の原因を追えない。 

このようなお悩みも Redgate 製品で解決できます。 

1. 「SQL Source Control」でバージョン管理を実現できます。 

 アプリケーションで行うバージョン管理をデータベースの分野でも同様に実現
できます。 

 SQL Server Management Studio上でバージョン管理が行えます。 

 各種データベース オブジェクトのコミット/ロールバック/変更履歴の表示を数
クリックで行えます。 

 バージョン管理先は、Team Foundation Server/Git/SVNなど多数製品と接続可
能です。 

2. 「SQL Compareと SQL Data Compare」でリリース作業を自動化できます。 

 本番環境へのリリースを数クリックで行えます。 

 リリース用のクエリを自動生成できます。 

 変更に伴う既存のビューやストアドプロシージャ、データなどへの影響を自動
検出し、警告として画面表示します。 

3. 「SQL Monitor」で SQL Serverをリアルタイムでモニタリングできます。 

 Internet Explorerなど、ブラウザからモニタリングをすることができます。 

 SQL Server固有のパラメータをモニタリングし、独自のアラートを作成可能。
できます。 

 リソースのモニタリングはもちろん、実行されたクエリの状態も取得でき、問
題発生時のクエリの実行時間/内容/実行計画を確認することができます。 
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 製品価格 

製品名 価格 (税抜) 

SQLComparePro 
1 ユーザー ライセンス 12 か月間の製品サポート 

¥116,200 

SQLDataComparePro 
1 ユーザー ライセンス 12 か月間の製品サポート 

¥116,200 

SQLSourceControl 
1 ユーザー ライセンス 12 か月間の製品サポート 

¥77,200 

SQLMonitor 
1 サーバー ライセンス 12 か月間の製品サポート 

¥233,200 

SQLPromptPro 
1 ユーザー ライセンス 12 か月間の製品サポート 

¥57,500 

SQLDataGenerator 
1 ユーザー ライセンス 12 か月間の製品サポート 

¥57,500 

SQLDoc 
1 ユーザー ライセンス 12 か月間の製品サポート 

¥57,500 

SQLTest 
1 ユーザー ライセンス 12 か月間の製品サポート 

¥57,500 

SQLDependencyTracker 
1 ユーザー ライセンス 12 か月間の製品サポート 

¥57,500 

SQLBackupPro 
1 サーバー ライセンス 12 か月間の製品サポート 

¥155,200 

SQLToolbelt 
1 ユーザー ライセンス 12 か月間の製品サポート 

¥428,200 

 
製品の詳細については、弊社 Web ページをご参照ください。 
https://www.xlsoft.com/jp/products/redgate/index.html 
 

 エクセルソフト株式会社について 

エクセルソフト株式会社（東京都港区 代表取締役 名取弘人 資本金１千万円 TEL 
03-5440-7875）は、ソフトウェア開発ツールを中心に世界中の優れたソフトウェアを
日本およびアジアにおいて販売しています。 
コンパイラー、帳票ツール、デバイスドライバ開発ツール、ヘルプ作成ツール、セ
キュリティソフトウェアなど幅広い製品を提供し、今日のコンピュータ ユーザーの
多様なニーズに応えています。ソフトウェアの日本語および他言語へのローカライズ
業務も承っています。 

 

 

 

本プレス リリースについてのお問い合わせ先 

エクセルソフト株式会社 営業部 

TEL: 03-5440-7875 

FAX: 03-5440-7876 

URL: http://www.xlsoft.com/jp 

Email: xlsoftkk@xlsoft.com 

 

記載された社名、製品名、機種名は、各社の商標または登録商標です。 
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