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Oracle Premier Support  
for Software 
 

オラクル・サポートへの投資は、オラクル製品への重要なサポートとセキュリ

ティ更新により、お客様のビジネスを革新的に改善させます。 世界中の企

業は、ビジネス上のきわめて重大な利益に対して卓越した保護を提供す

る、信頼できるサポートプロバイダーとしてオラクルを選択し、任せ続けてい

ます。 

オラクルだけが、オラクル・ソフトウェアのセキュリティ強化と新しいハッキング

の脅威に対する包括的な保護を提供できます。 

ORACLE SUPPORT が選ばれる理由? 

 革新性：Oracle Premier Support では、オラクルの年間数十億ドルの研究開発

投資によって支えられたソフトウェアの拡張機能と更新を利用できます。オラクルは、ライ

フタイム・サポートにより、ユーザーのソリューションを長期的に保護します。 

 

 強力でプロアクティブなサポート・ツール：オラクル独自のツールによって、予防的な保

守、迅速な問題解決、知識の共有、ガイド付きライフ・サイクル・アドバイスを提供してい

ます。テクノロジーを活用しているため、従来の IT サポートをはるかに超える成果をもた

らし、かつてないレベルの価値を実現します。 

 

 統合サービス：オラクル・ソフトウェア製品を組み合わせて実行している場合でも、包括

的なオラクル・ハードウェア/ソフトウェア・スタックを実行している場合でも、単一の窓口で

提供される統合サポートと製品アップデートを利用し、世界中で一貫したサービスを受け

ることができます。 

 信頼 

 世界中のお客様の技術投資が、効果

的且つ効率的で、リスク耐性を持ちま

た競争力のあるものとなるよう、受賞暦

を誇るサービスを 40年以上もの間提

供することで築き上げられた、オラクルの

確固たるビジネス上の信頼があります。 

 オラクルは、厳密にテストされた更新、

革新的なアップグレード、およびセキュリ

ティ・パッチを使用して、お客様のオラク

ルへの投資を保護します。 

 430,000人以上のお客様がオラクル

を選択し、技術投資を守るために

Oracle Support を支持しています。 

 安全性 

 ソフトウェア・スタックのレイヤ毎に、セキュ

リティ機能をご提供します。 

 セキュリティ・パッチの適用は必要不可

欠であり且つ標準的な運用プラクティス

です。オラクルではそのためのツールを揃

えておりソース・コードも所有しているほ

か、セキュリティ・アップデートの優れた開

発力があります。 

 コア・アプリケーション/データベース・コー

ドレベルでのフルスタック全体の回帰テス

ト。 

包括的 

 一貫性と継続性のあるイノベーションを

活用できます。 

 オラクルにお任せいただければ、単一の

説明責任を備えた統合サポートと製品

のアップデートをご提供いたします。 

「Oracle Premier Support の国際的なカバーエリアは重要です。 オラクル社のサポートにおいて重大度 1 のインシデントに取り

組む場合、エンジニアは問題を解決するまで 24時間体制で作業を続けます。 他のプロバイダーは、そのレベルのサポートを提供で

きません。」  

Jerome Aiken, Senior Solutions Architect 

Cox Enterprises 
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ORACLE PERMIER SUPPORT だけが提供できる大きな価値 

利点 提供方法 

ビジネス上の重要な機能を維持するた

めのデータとアプリケーションの可用性 

 必要に応じて利用できるオンデマンドのヘルス・チェックと推奨パッチ情報による問題防止 

 優先順位に基づきサービス・リクエストに対応する 24時間 365 日の Oracle製品技術サ

ポートによる問題の迅速な解決 

 ベンダー間のたらいまわしによる余分なコストを排除する包括的な統合サポート 

生産性の最大化に最適な 

パフォーマンス 

 オラクルとMy Oracle Support コミュニティによって実証されたベスト・プラクティス 

 最新の製品パフォーマンスの改善に継続的にアクセス可 

 オラクルのプロアクティブなサポート・ツールとリソースによる構成の最適化 

重要なビジネス利益を保護する 

セキュリティ 

 Oracle Security Alerts により、潜在的な問題と脆弱性を早期に認識 

 Oracle Critical Patch Updates を介して提供されるセキュリティ・パッチによる効果的な

保守 

 製品ライフ・サイクルの全フェーズを網羅した Oracle Software Security Assurance. 

コストを削減し、組織の効率性を向上さ

せる運用効率 

 オラクルの専門知識と中核技術を利用した、信頼できる技術的ソリューションとソフトウェアの

更新 

 My Oracle Support の知識と製品情報をダイレクト・アクセスにより即座に回答 

 限られた社内リソースを、製品別の IT メンテナンスによってではなく、ビジネス別の IT優先

順位に焦点を合わせる 

長期にわたるビジネスの成功を支える 

継続的な競争力 

 ソフトウェアの機能強化を通じて変化に対応 

 Oracle Upgrade Advisors により、製品の革新的技術を潜在的により少ないリスクで迅

速に実装 

 ライフタイム・サポートと Oracle Applications Unlimited の独自の利点により、ユーザー

のスケジュールに合わせたアップグレードを実現 

  

 

「OraclePremierSupport は、我々ににとって素晴らしいサポートチームです。 彼らは 24時間年中無休のグローバル組織で

す。 我々は My Oracle Support ポータルを使用して問題を記録し、タイムリーに支援を得ることができます。OracleSupport

によって、ビジネスの中断を最小限に抑えて業務を継続できます。」 

Kevin Moore, IT Director 

Atlas Roofing Corporation 

 



 

お問い合わせ先 

oracle.com/jp/support をご参照いただくか、弊社担当営業までお問い合わせください。 

 blogs.oracle.com  facebook.com/oracle  twitter.com/oracle 
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オラクルのサポートで一歩先に 

オラクルのグローバルなサポート・インフラストラクチャは、ソフトウェア、システム、およ

び統合ソリューションにおいてカスタマ・サービスをリードします。数千人ものエンジニ

アやサービス専門スタッフが、ユーザーを迅速に支援し、カスタマ・サポートの提供方

法で技術革新を推進します。オラクルは 175 カ国のあらゆるタイム・ゾーンのユー

ザーを 29 の地域言語で幅広くサポートします。Oracle Premier Support で

は、運用コストを削減し、リスクを軽減し、投資効果を最大化するために必要なシ

ステムの包括的なサポートを利用できます。 

 

「私はオラクル製品を約 30年間使用しています。 Oracle Premier Support は、私

のキャリアの重要な部分です。 ビジネス上の問題を解決するために、常にオラクル・サポー

トに相談します。 技術的な問題を迅速に解決し、ビジネスのダウンタイムとコストを削減で

きることを私は知っています。」 

Qinbo Ho, Sr. Manager 

IT Business Application, Unigen Corporation 

 

 

 特徴 

 全スタックを対象とするソフトウェア・サポ

ート 

 オラクルソフトウェア・エキスパートに、24

時間 365日問合せ可能 

 セキュリティ・パッチ、修正、および構成

別のアップデートに関する推奨事項 

 テクニカル・リソース、アラート、およびプロ

アクティブなサポート・ツール 

 Lifetime Support Policy. 

利点 

 オラクル・ソフトウェアへの投資の価値を

最大化 

 一貫したサポートでビジネスに貢献 

 お客様の IT組織の生産性向上と成功

を支援 

 迅速な解決とプロアクティブなサービス・

ツールを通じて業務の中断を最小化 

 
 

https://blogs.oracle.com/
https://www.facebook.com/Oracle/
https://twitter.com/oracle

