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NEWS RELEASE
報道関係各位
2012 年 11 月 14 日

新発売！
WiFi ポータル構築クラウドサービス
「SI Mobile Portal」（略称「モバポタ」）をリリース！
株式会社システムインテグレータ（本社：さいたま市南区 代表取締役社長：梅田弘之、以下 SI）は、
Mobile 向け店舗 WiFi（ワイファイ）※１ポータルサイトを CMS（コンテンツ管理システム）機能※２で
簡単に構築・運用できるクラウドサービス『SI Mobile Portal』
（略称「モバポタ」
）をリリースします。
まずは第一弾として『SI Mobile Portal for Shop』（略称「モバポタ for Shop」）のサービス提供を 2012
年 12 月 6 日から開始します。
この１、2 年で世界中に無料 WiFi が急速に普及拡大してきました。さまざまな店舗や施設に無料 WiFi
ルータが設定され、お客様が自由に使える風景が当たり前のものとなりつつあります。しかし、無料 WiFi
をただ設置するだけではお店にとってのメリットがあまりありません。
無料 WiFi を設置したからにはお店のポータルサイトを見てもらい、商品案内や売れ筋ランキングの表
示を行いたい。さらに、商品の検索や売り場案内、クーポン発行など、お客様とお店の関係を深めるの
に役立てたいはずです。
こうしたモバイル用の店舗ポータルは、現在、一部の企業で手作りでの開発をし始めていますが、常
に鮮度の高い情報を提供し続けるためには、それ相応の仕組みが必要になります。また、e コマース（電
子商取引）と違って販売に直結しないので、あまり高い開発コストをかけるわけにはいきません。
そこで当社が「Salesforce.com」のクラウドサービスを使って、簡単かつ低価格で自店に合ったポー
タルサイトを構築・運用できるサービス「モバポタ」を新たに提供します。今後、爆発的に普及すると
みられる WiFi スポット設置の流れをソフト面から促進するサービスです。
当社は 1996 年 3 月に世界で初めて EC サイト構築パッケージ「SI Web Shopping」を発売しました。今
回の「モバポタ」も、単独のサービスとしては類がない新サービスなので、通信キャリアを選ばず幅広
いお客様にご利用いただけます。ただし今回はパッケージではなくクラウドサービスとしての提供です。
■「モバポタ for Shop」の概要
「モバポタ for Shop」では、当社が独自に開発したコンテンツ・マネージメント・システム「SI Vertical
CMS」※３ をベースに、お店に必要なコンテンツを選択するだけで店舗ポータルサイトを簡単に作るこ
とができます。店舗ポータルサイトは米国大手クラウドである「Salesforce.com」上に作成され、クラ
ウドサービスとして店舗や買い物客に情報提供されます。

商品情報やお買い得商品、売れ筋ランキングなどのコンテンツは鮮度が重要です。そのため、コンテ
ンツに含まれる情報は、外部の店舗管理システムや e コマースシステムから自動取込できるような標準
API（アプリケーションインターフェース）※４ が用意され、お店の人が手作業をする必要のない形態
で運用できます。
CMS を使ってコンテンツの入れ替えもできますので、季節に合わせた模様替えやキャンペーンの実施、
クーポンの発行などをコンピュータ知識のないお店の人自身で行うことができます。
「モバポタ for Shop」の詳細は、下記のホームページをご参照ください。
http://www.sint.co.jp/products/mobapota/index.html

■「モバポタ for Shop」の利用イメージ
来店したお客様のスマートフォンが無料 WiFi につながると、自動的に「モバポタ for Shop」で作成
した店舗ポータルサイトが初期表示されます。そこには、お買い得商品の情報や売れ筋ランキング、商
品評価など、買い物を楽しく便利にする情報が満載。探している商品の検索や店舗レイアウトの案内な
ども行えるほか、会員になることでクーポンを取得してお得な買い物もできます。

「モバポタ for Shop」の画面は、タブレットや PC でもご覧いただけますので、店舗内にタブレット
を常設して商品検索や商品の評判を見るガイダンス端末として使うこともできます。また、自宅からア
クセスしてチラシ広告を見たり、今日のお買い得商品を調べたりすることもできます。
■「モバポタ for Shop」の効果と対象となる店舗
「モバポタ for Shop」は、潜在顧客や外国人客をお店に集める集客効果のほかに、買い物に来たお客
様にお買い得品を買ってもらったり（客単価 UP）、クーポンを使って会員登録を促進（会員数 UP）でき
る効果もあります。これらは全ての小売業に共通するメリットですので、「モバポタ for Shop」の適用
範囲は非常に広範囲です。
お客様としてのメリットは、無線 LAN 環境を無料で使えることに加えて、お買い得情報や知りたい情
報を閲覧・検索できることです。もともとお客様はお買い物目的で来店しているので、ショッピングを
楽しくお得にできるサービスは喜ばしいことです。
「モバポタ for Shop」は家電量販店やホームセンターのような 1 企業多店舗型とアウトレットモール
や商店街のようなモール型の両方に対応しており、下記のような売り場面積の大きな小売店（モール）
でご利用いただけます。
・大手小売店（スーパー、家具、家電、ディスカウントショップ、ホームセンターなど）
・複合商業施設（ショッピングモール、アウトレットモール、商店街など）
・百貨店や駅ビル
・スーパーマーケット
・コンビニエンスストア
・その他小売業全般（ファッション、中古車、旅行業界など）
■「モバポタ」事業の拡張性
「モバポタ」はプラットホーム（CMS とクラウドの基盤）と標準コンテンツがありますので、そこに目
的別のコンテンツを増やしてゆくことで、下記のようなさまざまな分野に利用できます。例えば、レジ
ャー施設向きには「待ち時間表示」や「人気ランキング」
、観光地向きには「見どころ案内」や「グルメ
マップ」などのコンテンツを追加します。今回、第一として店舗向けの「for Shop」をリリースしまし
たが、今後、さまざまな分野向けのサービスを拡張してゆく予定です。
（例）「for Amusement」…レジャー施設（アミューズメントパーク、博覧会、フェスティバルなど）
「for Art」…芸術関係の施設（美術館、博物館など）
「for Sightseeing」…観光地（京都、軽井沢など）の観光課など
「for Company」…スマートフォン向けのホームページを持っていない企業全般
「for Government」…行政機関（市役所、県庁など）

■多言語と海外展開
「モバポタ」は多言語に対応していますので、外国人に対して英語や中国語などで情報を提供するこ
とが可能です。海外からの旅行客は 3G/4G※５ でのデータ通信を利用するとデータ通信費が非常に高く
なるので、無料 WiFi スポットは砂漠のオアシスです。そのような外国人顧客は買い物にも不慣れですし、
店員も言葉の壁があるので、「モバポタ」のサービスが非常に有効です。
「モバポタ」は海外でもニーズと大きな市場があります。まずは日本でサービスをスタートしますが、
続いて海外市場に対しても展開していく予定です。
■「モバポタ for Shop」の価格と販売計画
「モバポタ for Shop」の価格は下記の通りです。
１企業

１店舗

初期導入費用

20 万円

10 万円

月額利用料

5 千円

3 万円

例えば 1 社で 10 店舗利用すると初期導入費用 120 万円、月額利用料 30.5 万円です。店舗の広告宣伝
費として考えた場合、十分に割安な価格だと考えています。
売上目標は来年度 6,000 万円、3 年後に 5 億円を見込んでいます。ただし、これは店舗向けの「モバポ
タ for Shop」のみであり、他分野へのサービス提供や海外展開は含まれていません。新規アイデアのサ
ービスなので市場性が読みにくく、今後、急激に拡大する可能性もあると期待しています。
※１

WiFi（ワイファイ）

wireless fidelity の略で、無線でネットワークに接続するデータ通信方式。
※２

CMS（コンテンツ管理システム）機能

Web サイトを構成する画像やテキスト、レイアウト情報などを管理・編集できる仕組み。
※３「SI Vertical CMS」（エスアイ

バーティカル

シーエムエス）

当社独自のモバイル専用 CMS。コンテンツを選んでドラッグするだけでポータルサイトを簡単に構
築できます。
※４

API（アプリケーションインターフェース）

外部アプリケーションからデータを簡単に取り込むことができる仕組み。
※５

3G/4G

3G は 3rd.Generation（第 3 世代）と呼ばれる携帯電話回線のことで、4G はそれをさらに高速化し
た第 4 世代移動通信システムのこと。どちらも WiFi と比べると通信速度が遅く、パケット通信料に応
じて通信料金が加算される。

【システムインテグレータについて】
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

URL

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

事業内容

パッケージソフトウェアの企画・開発・販売

【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
EC ソリューション営業部：尾崎
TEL：048-613-1203 FAX：048-612-0998
E-mail：mobapota@sint.co.jp
※記載されている商品名は、各社の商標または登録商標です。
※本広報資料の転送／引用は、ご自由にご利用下さい。

