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スマートスタイル、新たにデータモデリング機能を追加した 

データベース管理ツール「Navicat(TM) Windows ver.10.0」を販売開始 

 
株式会社スマートスタイル(本社：東京都渋谷区、代表取締役：野津 和也、以下 スマートスタイ

ル)は、2011 年 12 月 1 日、PremiumSoft(TM) CyberTech 社(本社：香港、以下 PremiumSoft(TM))
のデータベース管理ツール「Navicat(TM) Windows ver.10.0」を自社運営 EC サイトであるスマ

ートスタイル OSS ストア（http://www.oss-store.jp）にて販売を開始します。 
 
Navicat(TM)は、安全・高速かつ簡単にデータベースを利用できるように作られた信頼性の高い

データベース管理運用ツールです。これまでに世界中で 200 万回ダウンロードされ、現在 138 以

上の国々で 5 万人を超えるお客様にご利用いただいております。日本でもすでに約 4,000 本購入

されております。 
 
「Navicat(TM) Windows ver.10.0」では、管理運用だけでなく、データベース設計から顧客貢献

することを考え、ER 図を作成編集できるデータモデリングツールを新たに搭載しました。 

データモデリングツール 
 

データモデリングツールは、マウスによる簡単な操作によって ER 図の作成や ER 図からのデー

タベースの生成を行えるだけでなく、既存のデータベースから ER 図を生成し編集できるリバー

スエンジニアリングにも対応しています。また、ER 図とデータベース間の比較・同期機能や、

ER 図から SQL／DDL スクリプトをエクスポートすることも可能です。 
 
このデータモデリングツールの搭載により、Navicat(TM)はデータベースの開発・管理作業にお

いてこれまで以上に幅広くご活用いただけるようになりました。 



 
※ データモデリングツールは、Navicat(TM) Premium Windows と Navicat(TM) 各データベー

ス版の Enterprise Edition のみに搭載されます。 
※ ER 図とは、データベースを設計する手法の一つです。データを実体と関連、属性という 3 つ

の構成要素でモデル化し、図で表したもので、ER 図を作成することによって、優れたデータ

ベースを効率的に設計できます。 
 
Navicat(TM) 日本語サイト 
http://www.navicat.jp 
 
 
【Navicat(TM) Windows ver.10.0 の新機能と主な改良点】 
■ 新機能 
 ・ 既存のデータベースから ER 図を生成し編集できるリバースエンジニアリング 
 ・ ER 図とデータベース間の比較と同期機能 
 ・ ER 図からの SQL／DDL スクリプトの生成 
 ・ データベース内のテーブルの構造や相互関係を一目で理解できる ER ダイアグラムビュー 
 ・ データベース全体検索 
 ・ クエリデザイナーにおける不要なスペースや改行を削除する SQL コード縮小機能 
 
■ 主な改良点 
 ・ MySQL データベースのトランザクションバックアップを実行可能(InnoDB のみ) 
 
 
【Navicat(TM)について】 
Navicat(TM)は、データベース開発・運用に精通した上級者は勿論のこと、データベースに初め

て接する方が、安全・高速かつ簡単にデータベースを利用できるように作られたデータベース管

理運用ツールです。 
 
直感的に操作できるシンプルな GUI を有しており、難しい SQL コマンドを使用することなく、

データベースやテーブルなどのデータベースオブジェクトの作成と更新が可能です。データモデ

リングツールや、多数のファイルに対応したデータのインポート／エクスポート、SQL 編集機能

の充実したクエリ／ビューエディタ、更にクエリやビューを視覚的に設計可能なビジュアルビル

ダも搭載しています。 
Navicat(TM)は、親しみやすいユーザインターフェースと豊富な機能、ならびに高いパフォーマ

ンスによってお客様のデータベース管理作業を強力にサポートします。 
 
 
＜参考資料＞ 
 
【Navicat(TM) 動作環境】 
・ Microsoft Windows XP SP2, Vista, Server 2003, Server 2008, Windows 7 
・ Intel Pentium II プロセッサまたはそれ以上 
・ ハードディスクのスペースはインストールによって異なります。フルインストールの場合、

65MB の使用可能なハードディスクスペースが必要です。 



・ CD-ROM よりインストールする場合は CD-ROM ドライブ 
 

【Navicat(TM) 価格表】 
Navicat(TM) Premium Windows ver.10.0  
(MySQL／SQL Server／SQLite／Oracle／PostgreSQL 対応) 
パッケージ版    ¥91,350 
ダウンロード版   ¥89,775 
教育版 ダウンロード版  ¥38,850 
 
Navicat(TM) for MySQL Windows ver.10.0 
Enterprise Edition パッケージ版 ¥32,865 
Enterprise Edition ダウンロード版 ¥31,290 
Standard Edition パッケージ版 ¥24,465 
Standard Edition ダウンロード版 ¥22,890 
教育版 ダウンロード版  ¥18,375 
 
Navicat(TM) for SQL Server Windows ver.10.0 
Enterprise Edition パッケージ版 ¥55,965 
Enterprise Edition ダウンロード版 ¥54,390 
Standard Edition パッケージ版 ¥45,465 
Standard Edition ダウンロード版 ¥43,890 
教育版 ダウンロード版  ¥28,875 
 
Navicat(TM) for SQLite Windows ver.10.0 
Enterprise Edition ダウンロード版 ¥28,350 
Standard Edition ダウンロード版 ¥22,890 
教育版 ダウンロード版  ¥18,375 
 
Navicat(TM) for Oracle Windows ver.10.0 
Enterprise Edition パッケージ版 ¥55,965 
Enterprise Edition ダウンロード版 ¥54,390 
Standard Edition パッケージ版 ¥45,465 
Standard Edition ダウンロード版 ¥43,890 
教育版 ダウンロード版  ¥28,875 
 
Navicat(TM) for PostgreSQL Windows ver.10.0 
Enterprise Edition パッケージ版 ¥32,865 
Enterprise Edition ダウンロード版 ¥31,290 
Standard Edition パッケージ版 ¥24,465 
Standard Edition ダウンロード版 ¥22,890 
教育版 ダウンロード版  ¥18,375 
 

※ 表示価格はすべて消費税込みです。 
※ 予告無く価格を変更する場合がございます。 
 



【PremiumSoft(TM)について】 
PremiumSoft(TM)はグローバル展開している香港の企業で、アプリケーション開発ツールやデー

タベース管理ソフトなどの業務の生産性を高めるソフトウェアの開発を行っております。 
 
PremiumSoft(TM)の製品は世界中の 138 以上の国々の 200 万人以上のデータベースユーザーに

ダウンロードされており、教育機関や政府系機関、世界中の一流企業でも利用されています。

Navicat(TM)は、ソフトウェアの品質の高さや業界への貢献が評価され、各方面からの表彰も多

数受けております。 
 
 
【スマートスタイルについて】 
スマートスタイルは日本国内で PremiumSoft(TM)の製品を取り扱う総販売代理店です。当社で

は、データベース管理ツール「Navicat(TM)」日本語版の国内での販売並びにサポートを行って

おります。 
また、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 専門の MySQL
ソリューションカンパニーです。「MySQL Editions」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」
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 ： 東京都渋谷区元代々木町 52-5 コロムビア代々木公園ビル 4F 
      TEL 03-5452-3031 (代) 
代表者 ： 代表取締役 野津 和也 
設立年月： 1987 年 10 月 
資本金 ： 2 億 5,127 万円 
URL   ： http://www.s-style.co.jp/ 
 
【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) 2011 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 村石／藤田  
TEL： 03-5452-3031／FAX： 03-5452-3032 
Mail： info@s-style.co.jp もしくは info@navicat.jp 
 


