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アジア向け EC 事業者を支援するコンソーシアム「E Commerce for Asia Alliance」 

（略称：ECAA）参画に関するお知らせ 

 

 

 

当社は、日本初のアジア向け EC 事業者を支援するコンソーシアム「E Commerce for 

Asia Alliance」（略称：ECAA）に参画いたします。詳細につきましては、後記の”NEWS 

RELEASE”をご参照ください。なお、業績への影響は軽微であります。 
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日本初！アジア向け EC 事業者を支援するコンソーシアム 
「E Commerce for Asia Alliance」（略称：ECAA）に参画 

 
～ＳＩ Ｗｅｂ Ｓｈｏｐｐｉｎｇ ＢtoＣ 多言語版でアジア向けＥＣ事業を積極的に推進 ～ 

 

株式会社システムインテグレータ（本社：さいたま市南区 代表取締役：梅田弘之、東証マザー

ズ 証券コード３８２６、以下システムインテグレータ）は、急成長が見込まれるアジア圏向け

電子商取引（EC）に関連したビジネスを行う各種事業者で組織するコンソーシアム「E Commerce for 

Asia Alliance」（以下：ECAA）に参画し、当社が開発、販売するＥＣサイト構築パッケージ『ＳＩ Ｗｅｂ Ｓ

ｈｏｐｐｉｎｇ ＢtoＣ 多言語版』をもって、アジア圏にＥＣビジネスで進出しようとする事業者向けのビジネ

スを積極的に展開します。 

 

このＥＣＡＡは、当社のほか、オンライン決済ソリューションを提供する SBI ベリトランス株式会社、物

流サービス提供者として JP サンキュウグローバルロジスティクス株式会社、全日本空輸株式会社、郵

便事業株式会社（日本郵便）、広告関係の支援提供者として株式会社アドウェイズ、SBI チャイナブラ

ンディング株式会社など、ＥＣビジネスに関係のあるシステムベンダーやサービス事業者等、合計１６

社で構成されています。 

【図 ECAA を構成する各企業の事業分野】 

 

 

 

 

 

 

 

『ＳＩ Ｗｅｂ Ｓｈｏｐｐｉｎｇ ＢtoＣ 多言語版』は、１９９６年の販売開始から１３年間で９５５サイト以上に 
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導入された実績を持つ国産初のＥＣサイト構築パッケージ『ＳＩ Ｗｅｂ Ｓｈｏｐｐｉｎｇ ＢtoＣ Ｖｅｒ．１０』

をもとに製品化され、日本語、中国語（繁体字、簡体字）、英語の３ヶ国語に対応し、先ずは中国市場

でのＥＣビジネスをターゲットとして、中国での物流、決済、商習慣などに対応した機能を実装します。

『ＳＩ Ｗｅｂ Ｓｈｏｐｐｉｎｇ ＢtoＣ Ｖｅｒ．１０』は、日本国内で株式会社良品計画（無印良品ネットストア）、

全日空商事株式会社（astyle）、株式会社ゼンリン（ゼンリンオンラインショップ）などの有名サイトでも

採用されているとともに、中国市場では、株式会社千趣会の中国現地法人が運営する中国語 女性

向けファッション EC サイト「BELLE MAISON 倍美丛」で採用されています。 

【図 SI Web Shopping BtoC 多言語版 画面サンプル】 

 

言語切替

当社は、今後中国を含むアジア各国でのＥＣ（ＢtoＣ）市場の拡大をビジネスチャンスと捉え、ＥＣＡ

Ａのサービス事業者やその他中国進出のコンサルティング、翻訳、コールセンター、運用など、さまざ

まなサービスメニューを取り揃えることにより、ワンストップでＥＣビジネスの立ち上げから運営を支援で

きるしくみを構築し提供していきます。 

 

今回のＥＣＡＡ設立と当社のそれへの参画は、当社が今後の中国ＥＣ市場拡大を見据えて製品化

した『ＳＩ Ｗｅｂ Ｓｈｏｐｐｉｎｇ Ｂ２Ｃ 多言語版』のビジネスを強力にバックアップしてくれる機関になると

確信しています。 

 

【ＥＣＡＡ設立の背景】 

日本からアジア諸国に向けた EC 市場は、アジア諸国のインターネットの普及度、購買力の向上及

び日本製品への信頼などの理由により、今後急成長が見込まれております。 

このようなニーズと可能性がありながらも日本国内の EC サイトの多くは、言語・商習慣・物流・決済

などの問題により、国内のみに留まり急増するアジア市場のニーズを十分に満たすことが出来ており

ません。 

こうした状況を鑑み、ＥＣＡＡでは、EC パッケージ、決済サービス、物流、マーケティング、EC アウト

ソーシングなど、各分野において業界を牽引する有力企業が参加し、相互補完的な協業体制を確立

するとともに、アジア向け EC を展開する企業に総合的なソリューションを提供することを目的としてい

ます。 



 

これにより、アジア向けに EC 事業の展開を企図する事業者は、迅速にアジア向け EC サイト・モー

ルの構築・運営が可能となり、成長が見込まれるアジア市場の可能性を享受することが可能となりま

す。 

ECAA は今後、参加企業の増加を図り、参加企業間でのアジア市場動向の共有、情報交換・技術

交流を行うとともに、定期的なセミナー開催のほか、新ソリューションの開発・提供を行うなどし、アジア

向け EC 市場の拡大に向け積極的に取り組んでいきます。 

  尚、ECAA の活動の第一弾として、2009 年 6 月上旬に、報道機関・マスコミを対象にした説明会及

びアジア向け EC 展開を図る事業者を対象にしたセミナーを 2 部構成で実施いたします。ECAA 設立

に至った経緯や具体的な活動内容、また「急成長するアジア市場」といったテーマで ECAA 参加企業

各社によるパネルディスカッションなどを予定しております。 

※詳細につきましては確定後、別途お知らせいたします。 

【ECAA 活動内容】 
・ 情報交換・技術交流などを目的とした参加企業間の定期的な会合 

・ アジア向け EC を展開、または EC 展開に関心がある事業者に対するセミナー、講演 

・ 新ソリューション、新パッケージの開発、提供 
 
■SI Web Shopping について 

「SI Web Shopping」は、ソースコードの公開、EC サイト運営に求められる様々な機能のオー

ルインワン提供、携帯コマース機能標準対応、クレジット・コンビニ・電子マネー決済対応と

いった販売戦略が EC 事業者のニーズを捉え、大手雑貨 EC サイトやメーカー直販 EC サイト、

海外向け EC サイトなど中堅・大手 EC サイトをはじめとした多くの EC サイトでご採用いただ

いております。詳しくは http://siws.sint.co.jp/をご参照下さい。 

 

■株式会社システムインテグレータについて 

株式会社システムインテグレータは、コンピュータの 先端技術分野をプラットホームにした

オリジナルパッケージソフトの企画・開発を行なっています。ソフトウェア開発支援を行なう

Object Browser シリーズ、EC、e-learning、ERP、プロジェクト管理など、幅広い分野にパッ

ケージソフトを投入し、製品・技術で勝負しているパッケージソフトウェア会社です。また、

Ｐマークの取得、メイドインジャパンコンソーシアムの設立など、個人情報保護や業界標準化

に向けた取組を継続的に行なっています。詳しくは http://www.sint.co.jp/をご参照下さい。 

 



 

■会社概要 

会社名  株式会社システムインテグレータ  

証券コード  3826 （東証マザーズ）  

所在地  さいたま市南区沼影1丁目10番1号 ラムザタワー7F  

設立  1995年3月  

代表者  代表取締役 梅田 弘之  

資本金  3億5,840万円（資本準備金 3億4,840万円）  

URL  http://www.sint.co.jp/ 

事業内容  業務用パッケージ開発・販売、コンサルティング、  

システムインテグレーション （ＥＲＰ、ＥＣ、プロジェクト管理、

ｅ-ｌｅａｒｎｉｎｇ等）  

 

【本件に関するお問い合わせ先】  

株式会社システムインテグレータ  

製品企画本部 マーケティンググループ：今江（いまえ） 

TEL：048-796-7033 FAX：048-612-0998 E-mail：info@sint.co.jp  
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