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ヴィンキュラム ジャパンとシステムインテグレータが業務提携 

～ヴィンキュラム ジャパンが、システムインテグレータの EC パッケージを 

エンジンとしたネットスーパーソリューションサービスを開始～ 

 

ヴィンキュラム ジャパン株式会社（本社：大阪市北区 代表取締役：城田正昭、証券コード 3784、以

下ヴィンキュラム ジャパン）と株式会社システムインテグレータ（本社：埼玉県さいたま市 代表取締

役：梅田 弘之、証券コード 3826、以下システムインテグレータ）は、ヴィンキュラム ジャパンが新た

に開始するネットスーパーＡＳＰサービス「ネットスーパートータルソリューション」のエンジンに、

システムインテグレータが開発した EC サイト構築パッケージソフト「SI Web Shopping BtoC Ver10」(以

下、SI Web Shopping）を採用し，低価格で短期スタートできるネットスーパーサービスを提供すること

で合意しました。今後、急拡大が見込まれるネットスーパー市場に対し、ヴィンキュラム ジャパンとシ

ステムインテグレータは共同で営業展開いたします。 

 

  ネットスーパーとは、Web サイトで注文を受け、個人宅まで商品を配達する宅配サービスのことです。

通常のネット販売に比べ、「主に日用品や生鮮食料品を扱う」「即日もしくは翌日に配達」「配達先が店舗

の近隣」などの特徴を持つインターネット上のスーパーマーケットです。ここ数年、Bto C（消費者向け

ネット販売）市場は経済産業省の「平成 19 年度我が国のＩＴ利活用に関する調査研究」によると小売・

サービスに関する市場規模で 2006 年度が 2 兆 7,060 億円（前年度比約 25%増）、2007 年度は 3 兆 3,050

億円（前年比約 22%増）と不況の影響も受けずに毎年 2桁成長を続けており、ネットでモノを買うライフ

スタイルが深く定着しています。対象範囲も広がって、本や電気製品、ファッションなどの高額商品だ

けでなく、野菜、肉、魚などの生鮮食料品、洗剤やゴミ袋といった日用品など、近くのスーパーマーケ

ットで買えるものもネットで購入したいという顧客が増えています。 

  このような顧客動向を見据えて、一部の大手スーパーマーケットがネットスーパー事業を先駆的に行

っていましたが、ここにきてその成果が目に見える形となってきました。今後は多くのスーパーマーケ

ットがネットスーパー事業に参入し、顧客の奪い合いが激化することが予想されます。 

 

  ネットスーパー事業を行うには、ネット上で商品を検索し、ショッピングカートに入れてレジに持っ

ていって支払うという仕組みが必要です。先駆的に行ってきた大手スーパーマーケットは、これらの仕

本リリースは、2 社による共同リリースとなっており、各社より同時配信しています。重複して配

信される可能性がありますが、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。 



 

組みを独自に開発して事業化していましたが、今後多くの中堅・中小スーパーマーケットがネットスー

パーに参入するにはもっと手軽な価格で簡単にスタートできる仕組みが必要です。そこで、ヴィンキュ

ラム ジャパンはシステムインテグレータの EC サイト構築パッケージソフト「SI Web Shopping」をエン

ジンとしたネットスーパーモデルを作成し、低価格でネットスーパーを開店できるサービスの提供を開

始しました。 

  ネットスーパー事業は、通常のネット販売に比べて「注文を受けてからすぐに配送ができる」運用体

制が重要です。ヴィンキュラム ジャパンは、スーパーマーケットの業務ノウハウに強く、これらの運用

支援サービスを含めたトータルソリューションを提供できることを特徴としています。既に１社導入中

であり、そのノウハウをさらにソリューションに加えながら、ネットスーパーソリューションのデファ

クトスタンダード獲得を目指します。 

 

【ヴィンキュラム ジャパンのネットスーパートータルソリューション】  

ヴィンキュラム ジャパンは、長年にわたりＧＭＳ業態、ＳＭ業態、ドラッグストア業態を中心とする

流通小売業におけるシステム開発、保守、業務運用に携わってまいりました。創業以来、蓄積してまい

りました流通小売分野での幅広い業務経験や知識に加え、食品スーパーでのネットスーパー事業の展開

運営実績を通じて培ったノウハウや直面した課題を凝縮し、ネットスーパー構築ソフトとしてパッケー

ジ化しました。ＳａａＳ方式、専用ホスティング方式などお客様のニーズに合わせた最適な方式でご提

供させていただきます。また、ヴィンキュラム ジャパンでは、単なるネットスーパーシステムのご提供

に留まらず、ネットスーパー開業前の業務支援や開業後の運営支援、さらにはＥメールを始めとする様々

なダイレクトマーケティング活動のご支援をさせていただくことが可能です。 

 

【図 ネットスーパートータルソリューションでの提供サービス】 

 

 

 

 

 

ネットスーパーシステム 
•店舗サイトフロント機能 

•店舗サイト管理機能 

•配送業務支援機能 

•外部システム連携API 

開業支援サービス 
•宅配業務設計 

•店舗サイト設計 

•システム導入 

•基幹システム連携 

運営支援サービス 
•コンテンツ制作/更新 

•購買動向/アクセスログ分析 

•ヘルプデスク 

 

プロモーション支援サービス 
•プロモーション企画 

•プロモーション実施/効果分析 

•メールマガジンライティング/配信 



 

【図 ネットスーパーシステム 概要図】 
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【サービスの提供開始時期】 

2009 年 6 月を予定しております。 

 

【導入目標】 

初年度 10 社の導入を目標としております。 

 

【ヴィンキュラム ジャパン株式会社の概要】 

・設立：1991 年 2 月  （証券コード 3784） 

・資本金：5億 4212 万円  

・従業員数：従業員数：489 名（2009.3.31.現在） 

・事業内容：パッケージプロダクトの開発・販売、コンサルティング・設計・開発・運用・付帯サービス 

・本社：〒530-0004 大阪市北区堂島浜 2-2-8 東洋紡ビル 

TEL：06-6348-8951 FAX：06-6342-4425 

・東京事業所：〒130-0022 東京都墨田区江東橋 2-19-7 富士ソフトビル 

 TEL：03-3846-5461 FAX：03-3846-5471 

・URL： http://www.vinculum-japan.co.jp 

 



 

【システムインテグレータの EC サイト構築パッケージ】 

  システムインテグレータは、1996 年に日本初の EC サイト構築パッケージ「SI Web Shopping」を開発・

販売しました。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

小田原鈴廣（鈴廣オンラインショッピング）これまでに 960 サイト近くの導入実績を持ち、時代の流れ

に沿って改良を続けて EC ビジネスにとって必要な機能をオールインワンで実装しています。ネットスー

パーに必要な商品陳列、ショッピングカート、レジ支払い、顧客サポートなどの機能が標準サポートさ

れており、ネットスーパーという新分野に対しても広く利用されることを期待しています。「SI Web 

Shopping」の詳細については、http://siws.sint.co.jp をご覧下さい。 

 

【株式会社システムインテグレータ 会社概要】 

・設立：1995 年 3 月  （証券コード 3826） 

・資本金：3億 5840 万円  

・従業員数：115 名（役員 7名含む） （2009.4.15.現在）  

・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） 

・本社：〒336-0027 埼玉県さいたま市南区沼影 1-10-1 ラムザタワー 

 TEL：048-707-7061 FAX：048-707-7066 

・大阪：〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋 2-1-10 ダイセンビル 

 TEL：06-4706-5471 FAX：06-4706-5490 

・URL： http://www.sint.co.jp/ 

 

【本リリースに関するお問合せ】 

ヴィンキュラム ジャパン株式会社 

大阪本社  ：ソリューション事業部 営業部 河崎 TEL:06-6348-5420 

東京事業所 ：ソリューション事業部 営業部 金子 TEL:03-3846-5467 

 

株式会社システムインテグレータ 

埼玉本社：EC 事業部 EC ソリューション部 EC 営業グループ 土岐（とき） 

TEL:048-707-7061 

大阪支社：大阪営業グループ 二宮 （にのみや）  

TEL:06-4706-5471 

e-mail：webshop@sint.co.jp  

 


