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ミロク情報サービスとネットスイートが資本・業務提携 

～NetSuite製品の日本市場向け共同開発並びに販売で提携～ 
 
財務・会計及び経営情報システムを開発・販売する株式会社ミロク情報サービス（本社：東京都新宿

区、社長：是枝周樹、以下 MJS）と、基幹業務統合型オンデマンドソフトウェア（SaaS：Software as a 

Service）を提供するネットスイート株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：東貴彦、以下 ネット

スイート）は、MJS がネットスイートの株式 5％を取得し、NetSuite 製品に関する日本市場向け機能の共

同開発及び販売について業務提携することを発表致します。 

この提携により今後両社は、日本市場におけるNetSuite製品の会計・税務を含むＥＲＰ機能を共同開

発する他、国内販売代理店網の確立と営業推進および技術サポートなど多方面での協業を展開して参

ります。なお、共同開発の成果を反映したNetSuite製品は、2008年4月を目処に日本市場へ投入予定

です。 

 

■提携の経緯 

MJSは、SaaS市場の成長に伴い、SaaSモデルが現在普及しているCRM（顧客情報管理）分野のみな

らず、企業の基幹業務システムでも拡大していく傾向にあると予想しており、SaaS分野への進出および

SaaS関連企業との提携を模索していました。一方、ネットスイートは、NetSuite製品群の日本市場向け製

品開発のため国内の有力財務会計ソフトウェアベンダーとの協業を計画していました。これらを背景に

両社の考えが一致し、提携に至ったものです。 

 

■提携の目的 

MJSは、基幹業務統合型オンデマンドソフトウェアのパイオニアであり、リーディングプロバイダのネッ

トスイートとの提携により、従来の業務パッケージソフトウェアに加え、SaaS モデル事業を兼ね備えた統

合型業務サービスベンダーへの移行基盤を確立します。また、NetSuite 製品を通じた販売チャネルの

拡大により、これまで開拓が難しかった顧客層を取り込むことを視野に入れています。 

ネットスイートは、日本を代表する財務・会計システムのプロバイダである MJS との提携により、税理

士・公認会計士を通じた 56万社を超える中小規模事業者に、NetSuite 製品を展開していくことができる

強力な販売ネットワークの構築と、頻繁に改定される日本の会計・税務への最適化をタイムリーかつオ

ンデマンドでお客様へ提供できる体制の確立を目指します。 

 



 

■提携の概要 

1．資本提携 

MJSは、2006年 11月20日にネットスイートの発行済み株式の 5％を取得します。MJSは、オンデマ

ンドビジネスの潮流を鑑みて、基幹業務統合型オンデマンドソフトウエアのパイオニアであり、リーディ

ングプロバイダのネットスイートとの資本提携を決定しました。 

 

2．開発提携 

全国約8,400 の会計事務所ユーザーと中堅・中小企業ユーザー約17,000 社を有するMJSは、長年

積み重ねてきた財務会計システムの開発ノウハウをNetSuite 製品の会計・ERP機能の日本市場向け製

品開発において提供します。特に MJS が得意とする日本固有の会計・税務処理機能の実装ノウハウを

供与し、開発協力を行います。 

ネットスイートは、MJS との開発協業を通じて日本固有の会計・税務処理要件のNetSuite 製品への反

映を加速します。また、NetSuite 製品とＭＪＳの税務関連製品との連携を実現し、制度会計に対応します。

同提携により、ＭＪＳはオンデマンドソフトウェアの製品開発・サポートに関するノウハウを蓄積し、将来の

SaaSモデルの普及に備えます。 

 

3．販売提携 

MJS は、ネットスイートより日本市場における一次販売代理店権を獲得し、2006 年 11 月より NetSuite

製品の販売を開始します。お客様向けの販促活動や 1 次サポートの提供に加え、中堅・中小企業マー

ケットに顧客基盤を持つソリューションプロバイダー（二次販売代理店）の開拓と営業推進を行います。

特に、既存のパートナー企業に加えて、システムインテグレータ、インターネットプロバイダー、コンピュ

ータ機器販売、事務機器販売等を対象に、NetSuite 製品の販売並びにインプリメンテーションのパート

ナー募集・及びネットワーク化を推進します。  

さらに、個人事業主･SOHO 向けには、MJS が運営するビジネスポータルサイト『海』

（http://www.bizocean.jp/）（注）を活用し、ウェブ販売を推進していきます。将来的には、Net Suite製品

を既存顧客である税理士事務所の顧問先企業及び中堅・中小企業に販売していきます。販売目標は、

5年で4,000社の獲得を目指します。 

現段階では、業績への影響は軽微と見込んでいます。 

 

（注）ビジネスノウハウのシェアサイト『海』について  

『海』は、「ビジネスノウハウを共有する」をコンセプトに運営するビジネス情報サイトです。税

理士・公認会計士や行政書士、ファイナンシャルプランナーをはじめとする専門家の高度

な知識と、一般のビジネスマンが簡単に情報提供できる機能を兼ね備えることで、充実した

ビジネスコンテンツを提供しています。特に、「書式の王様」「WEB 相談」「確定申告」は多く

のアクセスがあります。 



 

 

■提携発表に伴う米国本社NetSuite.Inc並びパートナー各社のエンドースコメント 

 

○ ネットスイートの米国本社NetSuite.Inc：最高経営責任者であるザック ネルソン（Zach Nelson） 

「企業全体の経営活動を自動化するための統合化アプリケーション スイートを提供するというネットスイ

ートの戦略は、会計および ERP の確固たる機能を基礎として成り立つものです。市場リーダーとして 30

年の歴史を持つ MJS は、日本独自の会計標準に関して他の追従を許さぬ専門技術をネットスイートに

もたらしてくれます。MJSの日本市場における位置づけとネットスイート独自のオンデマンド ソフトウェア

を組み合わせることにより、これまでは世界最大規模の企業だけが利用できた強力かつ統合性に富ん

だビジネス アプリケーションを、日本の中小規模企業に提供することができます。ネットスイートは、日

本市場への参入にあたり、MJS と提携できることに栄誉と喜びを感じています。」 

 

○ 株式会社インスパイア：最高経営責任者である成毛 眞 様 

「この度のネットスイートとミロク情報サービスの提携はタイムリーであり、NetSuite が日本で成功する

ための最重要ステップのひとつと考えます。今後数年の間にSoftware as aService モデルの業務アプリ

ケーションが国内でも急速にシェアを獲得し、業務ソフトウェア業界再編を促すことになるでしょう。今回

の両社の提携により、NetSuite の国内ビジネスが加速し、確実に業界再編の中心になると期待していま

す。」 

 

○ トランスコスモス株式会社：代表取締役社長兼最高執行責任者である奥田 昌孝 様 

「NetSuite の特長を活かし日本市場に広めていくためには ERP 機能の整備が不可欠。その意味では

ERP のインテグレーションで豊富なノウハウを持っているミロク情報サービスとの提携は誠に的を射た選

択であり、NetSuite製品のディストリビュータである当社としても大変に心強く思います。」 

 



 

■株式会社ミロク情報サービスについて 

全国の会計事務所と企業マーケットを中心にビジネスを展開しており､会計事務所ユーザー約 8,400

事務所を有し､この会計事務所の顧問先企業約 56 万社に対して経営情報システム、サービスを提供し

ています。また､中堅･大企業マーケットに対し、ERP パッケージシステムをはじめとするソリューションサ

ービスを提供しています。 

 

株式会社ミロク情報サービス（URL：http://www.mjs.co.jp/・証券コード：9928） 

 代表者：代表取締役社長 是枝 周樹 

 所在地：東京都新宿区四谷4-29-1 

 事業概要：財務・会計及び経営情報システムの開発・販売、経営支援サービス 

 
＜この件に関するお問い合わせ先＞ 

株式会社ミロク情報サービス マーケティング本部：篠崎 
TEL ：03-5361-6351 FAX ：03-5360-2770 

E-mail：press@mjs.co.jp 
 

■ネットスイート株式会社について 

ネットスイートは、米国NetSuite, Inc.の日本法人として 2006年4月に設立されました。NetSuite, Inc.

は、基幹業務統合型オンデマンドソフトウエア（SaaS：Software as a Service）提供会社のリーディング プ

ロバイダであり、かつ北米地域最速の成長企業です（Deloitte の調査報告「Fast 500」による）。NetSuite

は、経理システム、ERP（Enterprise Resource Planning）、CRM（Customer Relationship Management）、E

コマースなどを含む主要なビジネス管理機能を単一のシステムで実現可能な環境を企業に提供してい

ます。 

NetSuite のビジネス管理環境は、オンデマンド サービスとして提供されますので、ハードウェアの調

達、ライセンス料金の一括支払い、複雑な設定などがすべて不要となります。また、現在特許出願中で

ある NetSuite の「リアルタイム ダッシュボード」テクノロジは、常に最新の役割指向型ビジネス情報を一

覧表示させることが可能な、使いやすいインターフェイスをお客様に提供します。 

 

ネットスイート株式会社（URL：http://www.netsuite.co.jp/） 

 代表者：代表取締役社長 東 貴彦 

 所在地：東京都港区赤坂1-11-28 赤坂一丁目森ビル6階 

 事業概要：基幹業務統合型オンデマンドソフトウェアの開発・販売 

 

＜この件に関するお問い合わせ先＞ 
ネットスイート株式会社 PRデスク 

TEL ：03-5545-7621 FAX ：03-5545-7622 
E-mail: japaninfo@netsuite.com 

 
 

以上 
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今回の提携内容

資本提携
– MJS がネットスイート株式会社 (NSKK) の株式を 5％
取得

開発提携
– 会計・ERP 機能の日本化に関する NetSuite Inc.

(NSHQ) と MJS の開発協力

販売提携
– MJS が NSKK のディストリビュータ（国内1次代理店）とし
て販売網の形成と販売促進、ならびに１次サポートを提供
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NetSuiteとは

Net + Suite

SaaS
• Software as a Service
• On-line
• On-demand
• Subscription

統合ビジネスソリューション
• eCommerce

CRM (Front Office)
ERP (Back Office)
Customization, Integration
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NetSuiteについて

1998年、Larry EllisonとEvan Goldbergによって設立

サービス型統合ソフトウェアとして最大のカスタマー ベース

500人の従業員、世界7カ所での事業展開

米国企業中、最速の成長率

極めて高い評価： 主要なアワードを受賞
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NetSuite、日本市場参入の経緯

２００６年２月 １５社の既存顧客

２００６年３月 ネットスイート日本法人設立記者発表

２００６年４月 ネットスイート株式会社設立

２００６年５月 NetSuite CRM+ For Japan（日本版）発表
２００６年５月 トランスコスモス、インスパイアとの提携発表

２００６年６月 NetSuite CRM, NetSuite CRM+ for 
Japan サービス提供開始
２００６年９月 赤坂一丁目森ビルへオフィス移転

２００６年１１月 MJSとの提携発表
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NSHQ、NSKK、MJS、提携による協業関係

株式会社ミロク情報サービス

NetSuite Inc. ネットスイート株式会社

わが国の

SaaSモデル統合ビジネスソリューション
をリードする戦略的包括提携

資本提携
販売提携

開発提携
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MJSのビジョンと戦略

株式会社ミロク情報サービス

代表取締役社長 是枝周樹
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日本固有の会計・税務の

ノウハウを生かして、NetSuite

製品ＥＲＰ機能のローカライズ

を支援し、SaaS製品の

ノウハウを享受

1次販売代理店の権利を活用し、

中小企業マーケットに顧客基盤を

持つSierやプロバイダー等のセール

ス・インプリメントパートナーを獲得

本提携の目的と将来構想

NetSuiteNetSuite社との社との
業務提携の目的業務提携の目的

オンデマンド化の潮流を鑑みて

SaaSモデルで実績を持つ

NetSuite社への先行投資

資本提携（先行投資）資本提携（先行投資）

販売提携（パートナー獲得）販売提携（パートナー獲得）

開発提携（SaaSノウハウ）開発提携（SaaSノウハウ）

SaaSモデル事業への参画による将来構想

NetSuite社のSaaSモデル事業に参画する事で、パートナー販売網とwebマーケティングを

強化し、SaaSモデルの販売・製品開発・サポートに関するノウハウ獲得により、SaaSモデル

拡大への基盤構築を実現します。
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開発提携によるNetSuite製品の進化

SaaS製品開発のノウハウ獲得と自社製品への展開

NetSuite社のローカライズ支援を行なう事で、SaaS製品開発のノウハウを享受し、

ＭＪＳの業務ソリューション群をSaaSモデルで一層強化するノウハウ基盤を構築します。

ＣＲＭ

Ｅcommerce

財務管理

税務申告
電子申告
接続

市販ソフト
とのデータ
コンバート

会計事務所
ソフトとの
データ連携

市販の
会計ソフト

会計事務所
ソフト

消費税対応
自動仕訳
（日本化）

出荷管理

購買管理

在庫管理

Ａｃｃｏｕｎｔｉｎｇ/ＥＲＰ

NetSuite製品の日本版

ＭＪＳ税務関連製品・サービスとの連携

電子申告システムへの対応

市販製品からの
リプレース喚起

ＭＪＳによる共同開発領域
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大企業
約1万社

中堅企業
約5万社

中小企業
約54万社

SOHO&個人事業主
410万社

M
JS

ビジネスポータルサイト「海」

（利用15万社/月）を活用した
ＷＥＢマーケティングを展開。

WEBによるダイレクトマーケティング

パートナーセールス・インプリメント

2次代理店によるパートナー

セールスを展開。

販売：ＳＩ企業・プロバイダー

流通：ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ、事務機器

インプリメント：ＳＩ企業・ＢＰＯ企業 M
JS

会
計
事
務
所

直販

パ
ー
ト
ナ
ー

研修・認定制度

ＭＪＳパートナープログラム

情報提供

営業ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ
支援

既存パッケージ事業 SaaSモデル事業（パートナー・web販売の強化）

販売提携によるパートナーの開拓

直販中心 パートナー強化へ

SaaS製品の拡販による販売・インプリメントパートナーの獲得
ＳＩ企業・ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ・大手プロバイダーなど既存顧客を持つ企業との販売提携

SOHO向けのビジネスポータル『海』によるダイレクトマーケティングと会員制度化の実現

見込案件の誘導

顧客基盤と
販売チャネル
の拡大
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単一業務
パッケージ
ベンダー

統合業務
パッケージ
ベンダー
（ＥＲＰ）

SaaS
統合業務

SaaS
単一業務

中堅・中小企業市場（100億未満）における顧客ニーズの現在地と将来

★金融サービスとの連携
無担保融資・売掛債権担保融資の取次ぎ
IPJを利用した保険の取次ぎ

★アウトソーシングサービスとの融合
フロントオフィス（売上拡大）：顧問先開拓の営業BPO

バックオフィス（コスト削減）：記帳代行・給与計算

パッケージ顧客のSaaSモデルへの変革シナリオ
S
a
a
S

ﾊ
ﾟｯ
ｹ
ｰ
ｼ
ﾞ

単一業務 統合業務 複合・付加価値サービス

現在地

将来 SaaSと連携及び融合が想定される付加価値サービス

ＭＪＳ顧客基盤へのSaaSモデル投入のシナリオ

ＭＪＳ及びSaaSパートナーを活用して、既存顧客を緩やかにSaaS移行し、業務ソフトウェア

に加え、中小企業向けの付加価値サービスを提供していきます。ビジネスポータル『海』を

SOHO（小規模事業者）のマーケティングポータルとして展開し、収益モデルを確立します。

SaaSパートナーによる移行支援

ビジネスポータル「海」による
webマーケティング


