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EC　フェアhttps://www.ecfair.jpイベント最新情報・
セミナー申込み

日本通信販売協会、日本百貨店協会、日本マルチペイメントネットワーク推進協議会、
ジャパンEコマースコンサルタント協会、ネットショップ能力認定機構、通販エキスパート協会、
日本Web協会（JWA）、モバイル・コンテンツ・フォーラム、イーコマース事業協会、日本電子商取引事業振興財団、
沖縄イーコマース協議会、日本通販CRM協会、日本情報経済社会推進協会（JIPDEC)、健康食品産業協議会、
日本スタートアップ支援協会、日本専門店協会

eコマースコンバージョンラボ、ECzine（イーシージン）、ECのミカタ、インプレス、通販通信ECMO、
ビジネス＋ＩＴ、海事プレス社、Resorz

後 援

メディア協賛

同時開催
マーケティング・ テクノロジーフェア 東京 2020、
コンテンツマーケティング ジャパン 2020
相互入場が可能です。マーケティング・ テクノロジーフェア 東京 2020 コンテンツマーケティング ジャパン 2020

第 13 回

イーコマースフェア 
東京 2020

第 1 回 初開催

オムニチャネル
ソリューションフェア 
2020

来場事前登録

当日登録
相互入場可

オフィシャルWEBサイトからの3,000円が無料に!!
https://www.ecfair.jp

本招待券あり: 3,000円が無料に!!

本招待券なし: 入場料3,000円を来場者受付にてお支払いください。

来場者マイページより入場証を印刷の上、
来場者受付までお持ちください。

来場方法

2020年 1月28日　・29日火 水

会 場 東京ビッグサイト 青海展示棟

UBMジャパン株式会社

同時開催展

主 催

オフィシャルスポンサー

オムニチャネル ソリューションフェアとは

プラチナスポンサー

イーコマースフェアとは

～Omni Channel Innovation Hub～
オンライン、オフラインのシームレス化による新しい小売のカタチ

～Deliver the best  shopping experience～
最新トレンドから、課題に沿ったソリューション、ノウハウが集結する国内最大のEC・通販イベント

シルバースポンサーゴールドスポンサー

国内初のイーコマース・通販イベントとしてスタートした本展は、業界向
けの最新システムから運営ノウハウまでオンラインビジネスに関わる企
業が一堂に集結するイベントです。 高度なパーソナライズ、DtoCモデ
ル、サブスクリプションなど、注目トピックをカバーした展示やセミナー
を通じ、最適な購買体験の提供を目指します。

小売・流通、製造業では、多様化する消費者行動への対応、メーカー直販
ECの台頭に加え、EC・通販企業のリアルへの進出などによる競争激化
など、近年で大きな変革が求められています。これらの課題解決やニーズ
に沿ったノウハウの習得、ソリューションの比較・検討、ネットワーク構築
のための一大イベントです。

※社名50音順 敬称略

アイテック阪急阪神
アイル
アカマイ・テクノロジーズ
アップル流通
アマゾンジャパン
いつも.
インフォコム
イーグラント
eコマースコンバージョンラボ
ECのミカタ
ecbeing
イー・ロジット
ウェブテクノロジ
wevnal
Wovn Technologies
SBクリエイティブ
NTTレゾナント
エフカフェ
MF KESSAI
MPD
エルテックス
AMS
オートリージャパン
オービットブイユージャパン
かっこ
ギャプライズ
コトブキ企画
コマースニジュウイチ

これから
サイカ
シクロマーケティング
島精機製作所
ジェイエスフィット
ジェーエムエーシステムズ
ジャックス・ペイメント・ソリューションズ
JAL宏遠
GMOメイクショップ
SNIFF JAPAN
Spelldata
セブン・ペイメントサービス
セールスフォース・ドットコム
ZETA
Dai
ダイレクトマーケティングゼロ
ChannelAdvisor
通販通信ECMO
Twilio Japan
ナビプラス
ニコンシステム
日本航空
日本システム開発
Nint
ネットショップ支援室
ネットデポ
BANRI
日立物流

日立物流ソフトウェア
ビズネット
ファナティック
不二家システムセンター
フューチャーショップ
フルカイテン
ペイオニア・ジャパン
ボクブロック
三菱電機インフォメーションシステムズ
ヤマトクレジットファイナンス
ユミルリンク
ユーピーエス・ジャパン
ラクス
ランチェスター
Resorz
Repro
リンク
ロジザード
WACUL

 主催者企画講演企業
アイル
アスクル
アルファコム
アルペン
アンカー・ジャパン
イオンフォレスト（ザ・ボディショップ）
イケア・ジャパン

エース
auコマース＆ライフ
オイシックス・ラ・大地
Automagi
花王
CaTラボ
コスメネクスト
コマースニジュウイチ
サントリーマーケティング＆コマース
ジュン
ストライプインターナショナル
Sparty
ZETA
Dai
Tokyo Otaku Mode
中山茂マーケティングデザイン
nijito
ネクトラス
ネスレ日本
バルクオム
パル
ビィ・フォアード
FABRIC TOKYO
ベースフード
ヤッホーブルーイング



ロジスティクスセミナー

インバウンド・越境ECセミナー

セミナー会場A セミナー会場B セミナー会場C セミナー会場D セミナー会場E

A-2 11:45▶12:30
事例から見出すECリニューアル成功の秘訣！！　
マッスルマーケター藤原氏とecbeing林雅也が語る

ecbeing
代表取締役社長　林 雅也 氏
アクティブ
CEO　藤原 尚也 氏

A-3 13:00▶13:45
成長EC通販企業が必ず行う！ 確実に「顧客
LTVを引き上げる」CRM ・リピート施策の
ポイント

E-Grant
取締役 COO　北川 健太郎 氏

A-4 14:00▶14:45
2020年［新］アマゾン、楽天、ヤフー3大ECプラット
フォーム活用戦略は? メーカー・ブランドのDtoC
シフト最前線も共有

いつも．
マーケティング事業部
執行役員　立川 哲夫 氏

A-5 15:00▶15:45
売れているECサイトはどこに「お金」と「時間」を
かけているか知っていますか? 売れるECサイト
運営のためのリソースの使い方とは?

フューチャーショップ
セールス・マーケティング部
執行役員　統括マネージャー　安原 貴之 氏

A-6 16:00▶16:45
～EC通販50億超え請負人が教える～
継続率95％も夢じゃない！ 
定期継続プログラム7つの成功法則

ダイレクトマーケティングゼロ
代表取締役　田村 雅樹 氏

D-1 10:30▶11:15
サブスクリプションモデルでアパレル
業界は変わるのか
～「メチャカリ」成功の裏側～

ストライプインターナショナル
メチャカリ部　部長　澤田 昌紀 氏

C-1 10:45▶11:15
AIを搭載したコマースプラットフォームが
提供するプレミアムな購買体験とは

セールスフォース・ドットコム
Commerce Cloud
リードソリューションエンジニア　西村 朋子 氏

E-5 13:15▶13:45
―事例から読み解く。―カスタマーエクスペリ
エンスを最大化する、オムニチャネルを支える
クラウドコミュニケーションプラットフォーム

Twilio Japan
デベロッパーエバンジェリスト　池原 大然 氏

D-3 13:00▶13:45
ECサイトの売上向上・CX改善の為に
まず確認すべきポイント・鉄板施策とは?

ナビプラス
サービス統括部　執行役員　CTO　
サービス統括部部長　梅染 充男 氏

D-4 14:00▶14:45
24のECショップを4人で回す!
少人数での複数ECショップ運用術とは

エース
営業本部第五事業部一部三課
マネージャー　北山 浩 氏

D-5 15:00▶15:45
『toCの波がtoBへ、BでもEC化のビッグウェーブが
くる！』 ～クラウドサービスを使って短期間でBtoB-
ECを始めるための方法・コツ・事例など～

MF KESSAI
パートナーアライアンス
岡本 創 氏

D-6 16:00▶16:45
LINE、AI、チャットを活用したEC業界で
の顧客接点のあり方 ～EC業界での最新
チャットコミュニケーション事例のご紹介～
アルファコム　執行役員　垣内 隆志 氏
アスクル
カスタマーサービス&エンゲージメント  カスタマーエンゲージメント 
BtoBサービスデスク　マネージャー　横田 香菜子 氏
カスタマーサービス&エンゲージメント  カスタマーエンゲージメント 
BtoBサービスデスク　望月 舞 氏
nijito
カスタマーシップ部 兼 フルフィルメント部 部長　山下 未紗 氏
カスタマーシップ部 アシスタントマネージャー　本田 菜摘 氏

D-2 11:30▶12:30
BtoB ECで売上アップ&業務改革の成功
事例を紐解く ～サントリーマーケティング&
コマースの挑戦～

サントリーマーケティング&コマース
市場開発本部　企画開発グループ　
通販企画チーム　課長　谷内 一樹 氏
アイル
BtoB EC推進統括本部　江原 智規 氏

B-1 11:00▶11:45
D2C元年となる2020年の
デジタルマーケティング戦略

バルクオム
代表取締役CEO
野口 卓也 氏

B-4 13:30▶14:00
画像によるアパレル自動採寸 ～ささげ業務の
効率化と商品情報のクオリティ向上に向けて～

ニコンシステム
エンジニアリングソリューション事業本部　第四開発部
プロジェクト・リーダー　谷川 涼子 氏
経営戦略本部　営業部　 真覚 大輔 氏

B-5 14:15▶14:45
メールマーケティングで成果をあげるコンテンツ
活用術 ～今すぐ使える最新メルマガテクニック～

ラクス
FOクラウド事業本部　マーケティング・クラウド事業部　
メールマーケティングエバンジェリスト　宮坂 夏生 氏

C-5 14:15▶14:45
「ファンが自然と集まるECサイト」
BEAMSの動画・画像コンテンツ活用術
～EC担当者が知りたい10の質問～
ビームス　事業企画本部 コミュニティデザイン部　部長　矢嶋 正明 氏
CRI・ミドルウェア　インターネット事業部
部長　兼　CRIWAREエヴァンジェリスト　幅 朝徳 氏
ウェブテクノロジ　セールスコミュニケーション部　三上 夏代 氏

B-6 15:00▶15:30
コンバージョン率を400％アップする、事例で
学ぶ「サイト内検索」の重要性 
～0件ヒット対策から、未来の検索技術まで～
NTTレゾナント
スマートナビゲーション事業部
シニアコンサルタント　北岡 恵子 氏

C-6 15:00▶15:30
自社ネットショップ特化セミナー
～2020年自社ネットショップ販促トレンド×
AI活用徹底解説～
これから
取締役　川村 拓也 氏

C-7 15:45▶16:15
事例でわかる！「売れるサイト」が実践する
ECサイト運用術！ ～現役コンサルタントが
教えるEC戦略策定から構築・運用の秘訣～
久
代表取締役　工藤 暢久 氏
アイテック阪急阪神
マルチメディア事業本部 第1営業部
担当部長　七種 康 氏

B-8 16:30▶17:00
カード情報を保持していないから大丈夫!?
すべてのECサイトが抱える最新のセキュリティ脅威

アカマイ・テクノロジーズ
テクニカルソリューション部
シニア・ソリューション・エンジニア　今井 雅晴 氏

B-3 12:15▶13:00
ネスレ日本が取り組むラストワンマイル改革
～人手不足、環境問題などの社会問題を解
決するイノベーション～

ネスレ日本
Eコマース本部　
Project Manager　圓道 朋之 氏

C-3 11:45▶12:30
急成長D2C企業によるパーソナライズを
起点とした顧客体験の再発明
～ネットとリアルの融合の実践～

Sparty
代表取締役　深山 陽介 氏

C-4 13:00▶13:45
越境eコマースにおける物流課題をどう乗
り越えるか ～ 【本講初公開】越境配送支援
サービス『セカイロジ』の挑戦 ～

Tokyo Otaku Mode
物流アウトソーシング事業部
事業部長　坂入 広和 氏

E-2 10:45▶11:30
パル流「人」中心のオムニチャネル推進策

パル
プロモーション推進部
執行役員
堀田 覚 氏

E-6 14:00▶14:30
業界初のファッションサブスクリプション 
「メチャカリ」を支える“プラットフォーム”を大公開！

ストライプインターナショナル
メチャカリ部　部長　澤田 昌紀 氏
AMS
営業本部　部長　高橋 俊彦 氏

E-8 15:30▶16:00
アパレル、食品、コスメなど2万店舗が
利用するMakeShop。 今年こそ始めた
いオムニチャネルの成功事例大公開！

GMOメイクショップ
MakeShop事業部 eコマースソリューショングループ 
ソリューション営業チーム　シニアチーフ　
アシスタント　広瀬 友樹 氏

E-1 9:30▶10:15
ユーザーとブランドが創る「共に楽しむ世界」
～ネットとリアルの融合で生まれる新しい
ステージ～

コスメネクスト
代表取締役社長　
遠藤 宗 氏

E-4 12:00▶12:45
ザ・ボディショップが挑戦する、オムニチャ
ネルに適応する組織の捉え方・デジタルの
力で顧客体験を向上させる方法とは?

イオンフォレスト（ザ・ボディショップ）
デジタルセールス部　斉藤 正賢 氏

E-9 16:15▶17:00
デジタルトランスフォーメーションと小売の
デジタル化
～テクノロジーの導入から、組織作りまで～

ネクトラス
代表取締役　中島 郁 氏

D-0 9:15▶10:15
「買いたい気持ち」を作る、これからのマーケティング戦略

オイシックス・ラ・大地
執行役員
西井 敏恭 氏

※本講演はサテライト講演を実施いたします。メイン会場（D会場）が定員に達した場合、サテライト会場
　へご案内させていただきますので予めご了承いただき、当日はお早めに会場にお越しください。

B-7 15:45▶16:15
CVR2倍以上の実績多数！ AIアナリストが実践
する「データから改善施策を生み出す」手法

WACUL
アカウントマネジメント統括部
執行役員 統括部長　松尾 龍 氏

E-7 14:45▶15:15
自動化のススメ。最新ECテクノロジーを
使いこなすために必要なセットアップ。

オービットブイユージャパン
執行役員カスタマーサクセス
GM　梅谷 知宏 氏

A-1 10:45▶11:30
ECサイトの性能品質を重視する私たちの理由 
― 顧客体験・SEO・広告運用・売上へのインパクト
IDOM　デジタルマーケティングセクション 
221616ユニット　村田 創 氏
ディノス・セシール　業務改革本部EC推進部 
EC開発ユニット　エキスパート　中島 弘輔 氏
アムタス　ネットサービス第一事業本部 
マーケティング部　松本 郷平 氏
Spelldata　代表取締役社長　竹洞 陽一郎 氏

イーコマースフェア 東京 2020 オムニチャネル
ソリューションフェア 2020

1月28日（火）セミナースケジュール



ロジスティクスセミナー

インバウンド・越境ECセミナー

セミナー会場A セミナー会場B セミナー会場C セミナー会場D セミナー会場E

A-10 10:45▶11:30
メーカー企業がなぜ今DtoCに取り組む
のか? ～食品・アパレル・コスメ 各業界の
事例を中心に成功事例を語ります～

ecbeing
Eビジネス営業本部　常務執行役員　富永 成幸 氏

A-11 11:45▶12:30
成長EC通販企業が必ず行う！ 確実に「顧客
LTVを引き上げる」CRM ・リピート施策の
ポイント

E-Grant
セールスマーケティング部　
リーダー　野平 昌男 氏

A-12 13:00▶13:45
2020年［新］アマゾン、楽天、ヤフー3大EC
プラットフォーム活用戦略は?メーカー・
ブランドのDtoCシフト最前線も共有

いつも．
マーケティング事業部　
執行役員　立川 哲夫 氏

A-13 14:00▶14:45
日立物流が挑むEC物流の新しい形
～シェアリング＋従量課金型サービスで
EC事業拡大を支援～

日立物流
営業統括本部　営業開発部
執行役　本部長　三村 哲史 氏

A-14 15:00▶15:45
外国人の購買体験を最適化し、
最大化するために求められることとは?

Wovn Technologies
Sales and Marketing
Senior Account Executive　阿部 弘太郎 氏

A-15 16:00▶16:45
LTVを最大化するための“CRM戦略”の
基本「ゴールデンルート®」と導き方
～成功クリエイティブ最新事例大公開！～

ダイレクトマーケティングゼロ
CMO　上原 涼子 氏

D-11 10:30▶11:15
花王が取り組んだECショッパーマーケティング
～ECプラットフォームにおけるブランディングと
売上拡大に向けて～

花王
先端技術戦略室　
課長　生井 秀一 氏

D-13 13:00▶13:45
Amazon Payで作る顧客満足の高い
イーコマースサイト ～Web接客型Amazon 
Payから音声ショッピングまで最新事例紹介～

アマゾンジャパン
Amazon Pay事業本部
シニアマネージャー　豊留 隆央 氏

D-15 15:00▶15:45
2,500億円規模に拡大したKDDIグループの
コマース流通。
「au Wowma!」の今と今後の戦略

auコマース&ライフ
代表取締役社長
八津川 博史 氏

D-16 16:00▶16:45
よなよなエール流
ファンとの絆づくり

ヤッホーブルーイング
よなよなピースラボ（CRM設計・CXデザイン）
ラボ長　佐藤 潤 氏

D-12 11:30▶12:30
B2B-ECで業務効率化と売上アップを
実現する
～D2Cの急先鋒 ベースフードの取組み～

Dai
取締役 B2BソリューションDiv 
マネージャー　鵜飼 智史 氏
ベースフード
マーケティング　太田 里沙 氏

B-12 11:00▶11:45
自己流EC運用からの脱却ポイント 
～EC歴25年だから見えてくる
ECマーケティングと販売戦略～
中山茂マーケティングデザイン
代表取締役　中山 茂 氏

B-14 13:30▶14:00
BtoB（企業間取引）ECが解決できるよく
ある10の課題！その効果と実態を、導入企業
の貴重な生の声を基にご紹介！

アイル
BtoB EC推進統括本部　江原 智規 氏

C-14 13:00▶13:45
越境ECの大きな壁を乗り越えた実績と今の
ビジネスの最前線 ～中古車仕入れから輸出・
輸送までワンストップの越境ECサイト運営～

ビィ・フォアード
代表取締役　山川 博功 氏

B-15 14:15▶14:45
お客様の課題をワンストップで解決
マガシークが展開する新しい自社EC支援の形とは?

マガシーク
ECソリューション事業本部 プロジェクトマネジメント部
部長　杉山 達也 氏
コマースニジュウイチ
営業部　部長　根津 浩二 氏

C-15 14:15▶14:45
OMOの台頭によって起こるイーコマースの
発展的解消

ZETA
代表取締役社長　山崎 徳之 氏

B-16 15:00▶15:30
感動体験がロイヤル顧客を産む！
「一見さん」を「常連」に変えるメール接客術

ラクス
FOクラウド事業本部 
カスタマーサービス・クラウド事業部　山本 真美 氏

C-16 15:00▶15:30
自社ネットショップ特化セミナー ～2020年自社
ネットショップ販促トレンド×AI活用徹底解説～

これから
取締役　川村 拓也 氏　

B-17 15:45▶16:15
【事例で学ぶ】攻めるBtoB-EC（BtoB-ECを
始められる企業さま向け）BtoB-ECの中で重
要な「攻め」の視点についてお話します。

ジェーエムエーシステムズ
ビジネスソリューション第2部　
部長　加納 信太郎 氏

C-17 15:45▶16:15
D2C新時代もメール運用でリピーターを増やす

リンク
クラウド・ホスティング事業部　酒井 愛子 氏
ネットショップ支援室
福岡支社長　山川 直人 氏　

B-13 12:15▶13:00
8割の企業が指名する!!
Automagiの物流AIサービス

Automagi
プロダクト推進部
課長　和田 龍 氏

C-11 10:45▶11:15
【導入事例から見る商品レビュー虎の巻！】
EC業界が今最も注目の『商品レビュー』の
活用ポイントを豊富な事例からご紹介

ナビプラス
サービス統括部　プロダクトマネージャー　大阿久 麻未 氏

C-13 11:45▶12:30
2年連続で売上高300％伸長！
FABRIC TOKYOが取り組む
『OMO戦略』とは

FABRIC TOKYO
取締役CFO/COO
三嶋 憲一郎 氏

E-11 10:45▶11:30
ECとリアル店舗の融合とは?
OMOでもたらされるコマースの未来

ZETA
代表取締役社長　山崎 徳之 氏
ジュン
EC事業部 情報システム室 ロジスティクス部
執行役員　中嶋 賢治 氏

E-14 13:15▶13:45
「ストライプインターナショナル流」販売員を
活用したオムニチャネル戦略とは?

ストライプインターナショナル　グローバルファッションEC本部
CRM推進室兼ECプラットフォーム部　スペシャリスト　岩田 夏紀 氏
バニッシュ・スタンダード　代表取締役　小野里 寧晃 氏
AMS　マーケティング本部　副本部長　猪首 充弘 氏

E-15 14:00▶14:30
ブランドEC・店舗スタッフ・ファン顧客を巻き
込むSNS活用からのオムニチャネル戦略お
教えします。

フューチャーショップ
セールス・マーケティング部　執行役員　
統括マネージャー　安原 貴之 氏

E-16 14:45▶15:15
ユーザーファーストで考える、
個客とのエンゲージメントを高めるCX設計

ランチェスター
代表取締役　田代 健太郎 氏

E-10 9:30▶10:15
オムニチャネルを構造的に理解する
～顧客満足と企業利益を継続的に高め
るために～

CaTラボ
代表取締役　
逸見 光次郎 氏

E-13 12:00▶12:45
アルペンが見据えるオムニチャネル戦略
EC後発企業が実現した急成長の要因

アルペン
EC事業部　EC事業部長　武藤 恵一 氏
コマースニジュウイチ
テクニカル・コンサルティング部　マネージャー　佐藤 匠 氏
営業部　部長　根津　浩二 氏

E-18 16:15▶17:00
設立6年で売上100億円超に急成長！
アンカー・ジャパンの成長戦略とは?

アンカー・ジャパン
執行役員 / 事業戦略本部 統括
猿渡 歩 氏

D-10 9:15▶10:15
『何が欲しいかではなく、なぜ欲しいのか』
LOHACOが目指す市場創造型ECマーケティングとデータ活用の実践事例

アスクル
BtoCカンパニー プラットフォーム本部　
副本部長 兼 ECマーケティングディレクター
成松 岳志 氏

※本講演はサテライト講演を実施いたします。メイン会場（D会場）が定員に達した場合、サテライト会場
　へご案内させていただきますので予めご了承いただき、当日はお早めに会場にお越しください。

イーコマースフェア 東京 2020 オムニチャネル
ソリューションフェア 2020

1月29日（水）セミナースケジュール
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D-17 アイテック阪急阪神
〒105-0012
東京都港区芝大門2-5-5 住友芝大門ビル5F
TEL:03-6740-6008　FAX:03-6740-6013
Email: info@hit-mall.jp 
URL: https://www.hit-mall.jp/ 

見どころ

当社のビジネススタンスは「お客様の課題と真剣に向き
合う」ということ。
単にHIT-MALLの仕様にあわせてECサイトを構築
するのではなく、お客様が抱える課題を解決できるソ
リューションをご提案し、お客様にとって本当に価値の
あるECサイトを構築いたします。

出展製品

● HIT-MALL
● HIT-MALLクラウド NEW
● HIT-MALL運用代行サービス NEW

D-01 アイル BtoBソリューション
エリア

〒105-0011
東京都港区芝公園2-6-3 芝公園フロントタワー
TEL:03-6367-5870
Email: webmarketing@ill.co.jp 
URL: https://aladdin-ec.jp/package/ 

見どころ

業務管理システム導入実績5000社を超えるアイルが
BtoB専用のカスタマイズ対応可能なECパッケージシ
ステム「アラジンEC」をご紹介。ファッション・食品・
美容コスメ・医療機器・建築資材・日用品・介護用品な
ど多くの業界で主にメーカー・卸・商社の企業から年間
300件以上のご相談に対応している経験と実績を活か
して、業務効率化・売上利益向上をご支援するために導
入事例・製品デモ・ミニセミナーにてご紹介致します。

出展製品

● BtoB専用のカスタマイズ対応可能な
　ECパッケージシステム「アラジンEC」

F-06 アカマイ・テクノロジーズ
〒104-0031
東京都中央区京橋2-1-3
TEL: 03-4589-6500
Email: info_jp@akamai.com 
URL: https://www.akamai.com/jp/ja/ 

見どころ

Akamai のグローバルな分散型インテリジェント・エッ
ジ・プラットフォームは、エンタープライズからクラウ
ドまであらゆるものをサポートしており、お客様とその
ビジネスの高速化、高度化、セキュリティ確保を実現で
きます。

出展製品

● セキュリティソリューション
● ウェブ・パフォーマンス・ソリューション

F-18 アップル流通  スマートロジスティクス
エリア E-13 アマゾンジャパン

〒153-0064
東京都目黒区下目黒1-8-1 アルコタワーアネックス
TEL: 03-6367-0619
Email: mamiyoh@amazon.co.jp 
URL: https://pay.amazon.co.jp/ 

出展製品

● Amazon Pay

D-12 いつも .

〒100-0006
東京都千代田区有楽町1-12-1 新有楽町ビル7F
TEL: 03-4580-1365
Email: sales@itsumo365.co.jp 
URL: https://itsumo365.co.jp/ 

見どころ

ECシフトが加速する中、DtoCモデルでブランド公式
サイトから楽天・Amazon・PayPayモールまで売上を
伸ばすサポートが可能です。特に大手メーカー、全国の
老舗企業様からの問合せが増えております。

出展製品

● DtoC支援サービス NEW
● 楽天鉄則コンサルティングサービス
● Amazon運用代行サービス
● 定額制作サービス
● ブランドECサイトリニューアル

E-06 インフォコム BtoBソリューション
エリア

〒150-0001
東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル
TEL: 03-6866-3730　FAX: 03-6866-3781
Email: atscore_sales@infocom.co.jp 
URL: https://www.infocom.co.jp 

見どころ

通販・EC市場において、日々巧妙化される不正注文に
対し、「at score」は独自のAI与信エンジンで「注文の意
図」を理解し、未払いや転売リスクを評価します。通販
事業社様、決済代行事業者様の現行与信業務ノウハウ、
審査ルールを組合せ、事業特性、商材に最適な与信審査
の仕組みを提供するクラウドサービスat scoreを紹介
します。

出展製品

● 不正注文検知サービスat score NEW

F-09 イーグラント
〒141-0031
東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田ビル8F
TEL: 03-6450-1077　FAX: 03-6450-1078
Email: sales@e-grant.net 
URL: https://www.uchideno-kozuchi.com/ 

出展製品

● うちでのこづち

共同出展社

これから
ダイレクトマーケティングゼロ

IN-04  イノベーション＆スタート
アップエリア

〒150-0001
東京都渋谷区神宮前 2-30-22 ビラフレスカ201
TEL: 03-6459-2763
Email: info@empowershop.co.jp 
URL: http://empowershop.co.jp/ 

見どころ

お名刺情報をいただいた方限定で、日本のeコマース業
界に関わるサービスをマッピングした「EC業界カオス
マップ総集編」をプレゼント致します。

出展製品

● eコマースコンバージョンラボ

eコマースコンバー
ジョンラボ
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G-11 ECのミカタ C-10 ecbeing

〒150-0002
東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー
TEL: 03-3486-5259　FAX: 03-5466-9480
Email: info@ecbeing.co.jp 
URL: https://www.ecbeing.net/ 

見どころ

『売れるECサイト』を作りたいならマーケティング機能
＆サービス充実のecbeing！ 商品、受注、顧客、CMS
等の管理機能に加えメール配信、会員ランク、CRM等
のマーケティング機能が充実。更にデザイン・プロモー
ション・マーケティングまで、中堅・大手1200サイト
の実績から得た成功ノウハウを元にワンストップで支
援します。

出展製品

● ecbeing
● ecbeing BtoB
● メルカート
● visumo

G-13 イー・ロジット
〒101-0024
東京都千代田区神田和泉町1-1-7 東陽ビル1F
TEL: 03-5825-1720
Email: eigyou@e-logit.com 
URL: https://www.e-logit.com/ 

見どころ

業界NO.1の受託実績を誇る弊社は、様々な商品を扱っ
てきたノウハウと、撮影・カスタマーサポート等も含め
た、案件ごとのオペレーションを構築できる柔軟性がウ
リとなっております。
EC企業様の「こういうことやってほしい！」を実現する
ための具体的な取組みをご紹介いたしますので、是非お
立ち寄りください。

出展製品

● 通販発送代行
● 受注処理代行
● カスタマーサポート
● 撮影

G-07 ウェブテクノロジ
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-7-7 住友不動産青山通ビル
TEL: 03-6803-8240
Email: ec2020@webtech.co.jp 
URL: https://www.webtech.co.jp/smartjpeg/ 

見どころ

SmartJPEGは、画質は「キレイ」なまま、ファイルサイ
ズを「軽く」する『画像軽量化ソリューション』です。
ブースでは、お客様のWeb画像をその場で軽量化し、
結果を見ていただける変換シミュレーションを実施し
ます。「画質」と「軽さ」をその場でお確かめくださいま
せ。運用のご相談も承ります。スタッフ一同お待ちして
おります。

出展製品

● SmartJPEG

F-07 wevnal

〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-11-8 渋谷パークプラザ5F
TEL: 03-5766-8877　FAX: 03-5766-8877
Email: k-goto@wevnal.co.jp 
URL: http://wevnal.co.jp 

見どころ

「CVR200％改善」を実現するチャットボットです！単
品リピート通販に特化した「BOTCHAN PAYMENT」、
資料請求などのリード獲得に特化した「BOTCHAN 
EFO」をご紹介します。500社を超える事例から見えて
きた「CVRを向上させるための3つのポイント」をお伝
え致します。

出展製品

● BOTCHAN PAYMENT
● BOTCHAN EFO

D-19 Wovn Technologies

〒108-0073
東京都港区三田4-1-27 FBR三田ビル8F
TEL: 03-4405-9509
Email: exhibition@wovn.io 
URL: https://wovn.io/ja/ 

見どころ

Wovn Technologiesは、WEB・アプリを最大40言語
に多言語化するサービス「WOVN.io」の企画・開発・運
営を行っております。メディア、コーポレート、EC、イ
ントラなど、ジャンルを問わず導入可能であり、現在
15,000サイト以上の多言語対応を支援しています。

出展製品

● WEB・アプリの多言語化を実現する
　SaaS「WOVN.io」

C-06 SBクリエイティブ E-12 NTTレゾナント
〒108-0023
東京都港区芝浦3-4-1 グランパークタワー
TEL: 03-6703-6383　FAX: 03-5476-2687
Email: st-sol-sl@nttr.co.jp 
URL: https://searchsolution.goo.ne.jp/ 

見どころ

ポータルサイト「goo」を長年運営してきたノウハウと
技術を活用したサイト内検索をご提供します。ECサイ
トのCVR、売上を劇的に向上させる手法をご紹介しま
す。「表記ゆれ」や「運用負荷」に課題がある方に。０件
ヒットゼロのgoo Search Solution。

出展製品

● goo Search Solution

G-05 エフカフェ
〒532-0011
大阪市淀川区西中島5-14-22 リクルート新大阪ビル8F
TEL: 06-6309-1011
Email: yoshihiko_kitamura@fcafe.com 
URL: https://www.fcafe.com/ 

見どころ

CVR162％改善！
ワンタグを入れるだけで既存の注文フォームの形まで
変えてしまうEFOツール「EFOcats」

1）注文画面が、1画面1質問に大変身。
2）入力支援、離脱防止機能を完備。
3）分析機能で、状況改善。

出展製品

● CVR162％改善！フォームの形が変わる
　究極のEFOツール！「EFOcats」
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IN-06 MF KESSAI

〒100-0004
東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル FINOLAB
TEL: 03-5656-9921
Email: takahashi.motoki@mfkessai.co.jp 
URL: https://mfkessai.co.jp/ 

見どころ

マネーフォワードグループの企業間決済ソリューショ
ンをご紹介。
BtoB ECに必須の請求書による後払い決済を低手数料
で自動化できます。

出展製品

● MF KESSAI

G-15 MPD  スマートロジスティクス
エリア

〒150-0036
東京都渋谷区南平台町16-17 渋谷ガーデンタワー13F
Email: mpd-logi@mpd-inc.jp 

見どころ

全国1,300店舗のTSUTAYA物流で培った経験・ノウ
ハウと、全国を網羅した配送網、全国5拠点（埼玉・神奈
川・大阪・沖縄）の物流センターで、EC事業者様の課題
を解決し、価値ある物流サービスをご提供します。
最短1ヶ月で開始可能です。BtoB・BtoC一元管理や
FBA納品代行もご相談ください。

出展製品

● 通販物流代行
● 在庫一元管理システム
● 受発注・物流管理システム
● FBA納品代行
● 海外発送

E-18 オートリージャパン
〒110-0016
東京都台東区台東1-23-10
TEL: 03-6284-2121　FAX: 03-6284-2122
Email: aya.okuda@ortery.com 
URL: https://www.ortery.jp/ 

見どころ

照明スタジオとカメラをパソコンで一括管理し、モニター
上でプレビューしながら撮影することで、誰でも素早く一
貫した美しい商品撮影を可能とするシステムです。
自動撮影システムは、ピント合成、商品の自動切り抜き
等、様々な機能が搭載されていますので、静止画 / 360
度画像 / 3D画像など、プロ級の撮影をインハウスで実
現できます。
当社の特許取得済み「自動撮影システム」は、ハード
ウェアとソフトウェアが連携することで、商品撮影ワー
クフローの各ステップを簡略化し、時間を短縮するとと
もに、一貫性のある画像を実現します。

出展製品

● 自動撮影システム

G-06 かっこ
〒107-0051
東京都港区元赤坂1-5-31 新井ビル
TEL: 03-6447-4535　FAX: 03-6447-4539
Email: hidenori.masaki@cacco.co.jp 
URL: https://frauddetection.cacco.co.jp/ 

見どころ

なりすましによるクレカのチャージバック被害や、悪質
転売被害などを防ぐ「O-PLUX」。EC事業者を狙う不正
な注文を、発送前にリアルタイムで審査可能です。
botによるログインなどを防ぐ不正アクセス検知サービ
ス「O-motion」もご紹介しています。

出展製品

● 不正注文検知サービス「O-PLUX」（オープラックス） 
● 不正アクセス検知サービス「O-motion」（オーモーション）

G-09 ギャプライズ
〒163-0806
東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル6F
TEL: 03-5989-0494　FAX: 03-5989-0495
Email: yotpo@gaprise.com 
URL: https://www.yotpo.jp/ 

見どころ

収集したレビューをサイトに掲載することがゴールに
なっていませんか?
レビュー・InstagramなどのUGCコンテンツを別々の
ツールで収集しコストを無駄にしていませんか?サイト
表示はもちろん、SNSや広告などマーケティング施策
へ幅広く展開することが可能です。詳しくはブースにて
ご相談ください。

出展製品

● YOTPO

E-16 コトブキ企画
〒530-0015
大阪府大阪市北区中崎西4-3-12
TEL: 06-6372-5669
Email: tsuboi@kotonet.co.jp 
URL: https://www.kotonet.co.jp 

見どころ

デジタルカタログなら動画や画像で訴求力がアップ! 閲
覧ユーザーは、カタログをめくりながら気になった商品
の購入サイトへ即座にアクセス可能! もちろんスマホに
も対応、既存カタログの二次利用だから導入・作成もカ
ンタン!
当社ブースではデジタルカタログのデモンストレー
ションをご覧いただけます。

出展製品

● デジタルブック作成システム「meclib（メクリブ）」

E-05 コマースニジュウイチ BtoBソリューション
エリア

〒107-0051
東京都港区元赤坂1-2-7 赤坂Kタワー6F
TEL: 03-3470-4702　FAX: 03-3470-4701
Email: pr@commerce21.co.jp 
URL: https://www.commerce21.co.jp/ 

見どころ

ECサイト構築ならコマース21にお任せください。
BtoCからBtoBまで幅広く対応。大規模EC、オムニ
チャネル、複数モール連携、リアルタイム在庫連携、
BTO、法人受発注システム、基幹連携、ソース開示によ
る内製化支援など、お客様のニーズに合わせてビジネス
の成長と成功に貢献するサイト構築を実現します。

出展製品

● Sell-Side Solution（セルサイドソリューション）

F-09 これから
〒160-0004
東京都新宿区四谷3-5 文化エステート四谷ビル6F
TEL: 03-5363-1966　FAX: 03-5363-1967
Email: info@corekara.co.jp 
URL: https://corekara.co.jp/ 

見どころ

《ブースにて無料コンサルティング実施中》
導入件数1500社以上! 独自ドメインのECサイト専門
のコンサルティング会社です。ECコンサルティング・
ECサイト構築・WEB広告運用・サイト解析など、EC
サイトの売上を最大化させるための施策を一社完結で
提供しています。
まずはブースまでお気軽にお立ち寄りください!

出展製品

● ALL IN ONEコンサルティング
● AdSIST NEW

共同出展社

イーグラント
ダイレクトマーケティングゼロ

F-01 シクロマーケティング
〒101-0025
東京都千代田区神田佐久間町2-18 化粧ビル 5F
TEL: 03-5835-0421　FAX: 03-6745-9159
Email: sales@cyclo.jp 
URL: https://cyclo.jp/ 

出展製品

● ミギウデremote
● ミギウデvisit

共同出展社

WACUL
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E-17 島精機製作所
〒641-8511
和歌山県和歌山市坂田85
TEL: 073-474-8200　FAX: 073-474-8280
URL: http://www.shimaseiki.co.jp/ 

見どころ

様々な業界でご好評をいただいているSHIMA SEIKI の
デザインシステム【SDS-ONE APEX4】の最新機能を
ご紹介いたします。
EC サイトでの利用をはじめ、企画の効率化やサンプル
コスト軽減が可能な、最新の高精細シミュレーションを
ご提案いたします。

出展製品

● SDS-ONE APEX4 NEW

G-08 ジェイエスフィット
〒103-0027
東京都中央区日本橋1-20-5 江戸橋ビルディング
TEL: 03-5200-5901　FAX: 03-5200-5902
Email: y-aizawa@jsfit.co.jp 
URL: http://www.jsfit.co.jp/ 

出展製品

● C.Next-FF
● C.Next-EC
● C.Next-BI

D-11 ジェーエムエーシステムズ
〒105-0022
東京都港区海岸1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワー18F
TEL: 03-3431-7401　FAX: 03-3431-7063
Email: mkt-contact@jmas.co.jp 
URL: https://www.jmas.co.jp/2ndstep/ 

見どころ

2ndSTEPとは、お客さまの事業を次のステップに進め
るためのサービスの総称です。
EC事業に必要なコンサルティング、システム開発、
WEBマーケティングをすべて提供しております。EC
事業を始めたいが様々な事情により着手できていない
企業さんの後押しもさせてただきます。

出展製品

● 2ndSTEP 受発注サイト構築(BtoB向け)
● 2ndSTEP ECサイト構築
● 2ndSTEP 課題の見える化サービス
● 2ndSTEP WEBマーケティング支援
● AWS Personalizeの検証サービス
● チャットボット構築サービス

D-14 ジャックス・ペイメント・ソリューションズ
〒140-0002
東京都品川区東品川4-12-1 品川シーサイドサウスタワー
TEL: 03-6758-0738　FAX: 03-6758-0739
Email: atodene-support@jaccscard.co.jp 
URL: https://www.atodene.jp/ 

見どころ

ジャックスグループの提供するコンビニ後払い決済「ア
トディーネ」の紹介ブースです。コンビニ後払い決済を
はじめとした各種決済サービスのよろず相談を承りま
す。ぜひお気軽にご訪問ください。

出展製品

● 後払い決済サービス（アトディーネ）

G-01 JAL宏遠
〒144-0042
東京都大田区羽田旭町10-11 MFIP羽田3F
TEL: 03-6715-1335　FAX: 03-6715-1336
Email: info@jalhy.com 
URL: http://www.jalhy.com/ 

見どころ

【商流】貴社商品を20数社の中国ECサイト直営店に提
案をいたします。
【物流】JALと宏遠グループの2社による中国越境EC直
送式対応の高速一貫物流を提供いたします。

出展製品

● 中国向け越境EC商流マッチングシステム NEW
● 直送式対応の高速一貫物流

共同出展社

日本航空

D-23 SNIFF JAPAN インバウンド・
越境ECエリア

〒108-0075
東京都港区港南1丁目9番36号
NTT DATE 品川ビル13F
TEL: 080-5540-7149　FAX: 04-5501-2271
Email: y.nishida.miniaqua@gmail.com 
URL: https://www.taobaockb.com/

見どころ

弊社は日中貿易を専門とする貿易会社です。企業のお客
様から個人のお客様まで幅広くご利用頂いております。
日本語と貿易の専門知識のある中国人スタックが現地
よりマンツーマンでサポートしております。中国製品を
厳選して日本のお客様のお手元まで最速・最安値でお届
け致します！

A-01 Spelldata

〒100-0004
東京都千代田区大手町1-7-2 東京サンケイビル27F
TEL: 03-3242-3150　FAX: 050-3488-8836
Email: contact@spelldata.co.jp 
URL: https://spelldata.co.jp 

見どころ

世界トップクラスの表示速度である表示開始0.5秒、表
示完了1秒を全体の時間の98％で保証する高速化の技
術力。大規模ECサイトの高速化をいくつも手掛けて実
績を積み上げた私達のサービスについてご紹介

出展製品

● Webパフォーマンスチューニングサービス
● コンテンツ品質改善サービス
● Webパフォーマンス計測サービス「Catchpoint」
● 世界No.1 CDN「Cloudflare」
● データベース分析・チューニング「Majesty」
● 画像最適化ツール「SmartJPEG」

IN-08 セブン・ペイメントサービス イノベーション＆スタート
アップエリア

〒100-0005
東京都千代田区丸の内1-6-1
Email: 7ps-contact@sevenbank.co.jp 
URL: https://7ps.jp 

見どころ

企業から個人への新しい送金サービス「ATM受取」をご
紹介しております。口座情報不要で、原則24時間365
日、紙幣はセブン銀行ATM、硬貨はセブン-イレブンの
レジで受取ることができます。ネット通販の返品返金、
キャッシュバックキャンペーン、経費精算など幅広い用
途でご利用が可能です。

出展製品

● ATM受取

C-08 ZETA

〒154-0024
東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 
サンタワーズセンタービル17F
TEL: 03-5779-6255　FAX: 03-5779-6251
Email: asuka.murakami@zetacx.com 
URL: https://zetacx.com/ 

見どころ

ZETA CX シリーズは、高度なパーソナライズによる購
買予測の実現で最高の顧客体験の提供とコンバージョ
ン改善に効果を発揮する製品です。 柔軟なカスタマイズ
性・拡張性を兼ね備え、多くのECサイトで採用されて
います。 「ZETA CX シリーズ」の最新機能のご紹介やデ
モ体験なども可能ですので、ぜひZETAのブースにお立
ち寄りください。

出展製品

● サイト内検索・EC商品検索エンジン　ZETA SEARCH
● レコメンドエンジン　ZETA RECOMMEND
● レビュー・Q&Aエンジン　ZETA VOICE
● OMOソリューション　ZETA CLICK NEW
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D-05 Dai BtoBソリューション
エリア

〒162-0843
東京都市ヶ谷田町2-29 こくほビル5F
TEL: 050-3188-1110
URL: https://bcart.jp/ 

見どころ

Bカートは、BtoBの受発注業務をEC化する運営実績
No.1(日本ネット経済新聞調べ)のクラウドサービスで
す。BtoB取引に必要な機能を全て標準対応していて、月
額9,800円～最短3日でスモールスタートすることがで
きる。導入企業500社、発注企業30万社で事例も豊富。

出展製品

● BtoB EC・Web受発注システム「Bカート」

D-24 ChannelAdvisor

URL: http://www.channeladvisor.com.au 

見どころ

ChannelAdvisor (NYSE: ECOM) is a leading 
e-commerce cloud platform whose mission is to 
connect and optimise the world’s commerce. For 
nearly two decades, ChannelAdvisor has helped 
brands and retailers worldwide improve their 
online performance by expanding sales channels, 
connecting with consumers around the world, 
optimising their operations for peak performance, 
and providing actionable analytics to improve 
competitiveness.

出展製品

● Cross-Border Trade
● Marketplaces
● Digital Marketing and Where to Buy

B-07 通販通信ECMO 

〒101-0051
東京都千代田区神田神保町2-14 SP神保町ビル5F
TEL: 03-3518-4510　FAX: 03-6685-4511
Email: ecmo@adbrave.jp 
URL: https://www.tsuhannews.jp/ 

見どころ

EC・通販業界を支援する総合情報サイト「通販通信
ECMO」。展示会期間中は2019年の業界重大ニュース
をまとめた紙媒体「特別増刊号」を配布いたします。

出展製品

● 通販通信ECMO

IN-01 ナビプラス イノベーション＆スタート
アップエリア

〒150-0021
東京都渋谷区恵比寿西1-7-7 EBSビル8F
TEL: 03-5456-8017　FAX: 03-5456-8016
Email: sales@naviplus.co.jp 
URL: https://corporate.naviplus.co.jp/ 

見どころ

サイトの販売機会を最大化させる統合型マーケティン
グソリューション「ナビプラスシリーズ」をはじめ、提
供するサービスにおいて800サイトを超える顧客への
導入実績を基に皆様のお役に立つ情報を提供させてい
ただきます。

出展製品

● サイト内検索エンジン:NaviPlusサーチ
● レコメンドエンジン:NaviPlusレコメンド
● レビュー投稿エンジン:NaviPlusレビュー
● フォローメール配信:NaviPlusリタゲメール
● 短縮URL生成サービス:Bitly
● 画像認識AIサービス :popIn Action

B-10 ニコンシステム
〒140-0015
東京都品川区西大井1-6-3 
株式会社ニコン　大井製作所
TEL: 03-3773-1320　FAX: 03-3773-1255
Email: Nsi.Sales@nikon.com 
URL: http://www.nikon-sys.co.jp/ 

見どころ

ECサイトアップのリードタイム短縮やささげの自動
化をご検討中のお客様へ。カメラで洋服を撮影し、画像
からその場でサイズを算出。アパレルECにおける膨大
なささげ業務にアプローチする「SAI SOON（サイスー
ン）」のデモンストレーションをご体験ください。貴社作
業フローへの合わせ込みご相談も承ります。

出展製品

● SAI SOON

G-01 日本航空
〒140-8637
東京都品川区東品川2-4-11
野村不動産天王洲ビル19F
TEL: 090-9313-8413
Email: all.tyofiv_m.jali@jal.com 
URL: https://www.jal.co.jp/jalcargo/ 

見どころ

中国宛越境EC高速一貫輸送の前線基地となるMFIP羽
田のご紹介とグループ会社であるJAL宏遠を通じて、中
国宛越境EC商流拡大のお手伝いをいたします。

出展製品

● 国内航空輸送
● 国際航空輸送
● 倉庫内加工作業

共同出展社

JAL宏遠

D-09 日本システム開発
〒163-0647
東京都新宿区西新宿1-25-1
新宿センタービル47F
TEL: 03-5324-0123　FAX: 03-5324-0122
Email: h.kaneko@nskint.co.jp 
URL: https://www.nskint.co.jp/ 

見どころ

ECサイト構築・運用をもっと楽に簡単に!
ECサイト構築のスペシャリスト集団による構築、保守
サービスをご提供。小規模サイトから売上100億円以上
の大規模サイトの構築まで、お客様のご予算やご要望に
応じ最適なパッケージを選定しご提案します。
また、独自のサービスとしてRPAを活用した「EC業務
自動化サービス」をご紹介。煩雑になりがちな業務を自動
化する事により運用コストを大幅に削減する事が可能で
す。是非、弊社ブースにお気軽にお立ち寄りください。

出展製品

● ECサイト構築
● ECサイト保守
● EC運営業務自動化サービス NEW
● EC Intelligence（収益向上ツール）
● EoRPA（RPA） NEW

D-07 ネットショップ支援室  BtoBソリューション
エリア

〒160-0003
東京都新宿区本塩町11-9 MYK四ツ谷
TEL: 03-6380-0590
Email: info@netshop-pro.jp 
URL: https://netshop-pro.jp/ 

見どころ

＜楽楽B2B＞
AI－OCRで注文書を自動読込み。
卸価格・販路・決済を取引先ごとに個別に設定、企業間
受発注取引をECで構築・運営するためのASPカート。
＜アシスト店長＞
複数ECモールの一元管理が可能な受注管理システム
受注・在庫管理を1/4も効率化できます。
＜楽楽リピート＞
D2C・リピート通販特化型のASPカート。
メール送信機能を内蔵、ランニングコストに自信があり
ます。
出展製品

● 楽楽B2B～AI‐OCRで受発注業務の効率化 NEW
● アシスト店長～複数EC店舗の一元管理
● 楽楽リピート～D2C・リピート通販特化型ASPカート

F-13 ネットデポ  スマートロジスティクス
エリア

〒100-0005
東京都千代田区丸の内3-1-1 国際ビル206号
TEL: 03-5221-8021　FAX: 03-5221-8022
Email: info@netdepot.jp 
URL: https://www.netdepot.jp/ 

見どころ

おかげさまで大好評いただいております!
1坪から始める物流アウトソーシング
EC物流サービスのスタートより12年目を迎えご契約
実績400社以上!
東京・横浜・名古屋・京都・大阪など全国10拠点で営業
中! 冷凍・冷蔵・温度管理商材にも対応しております

出展製品

● ネットショップ専用物流サービス　ネットデポ
● 返品物流サービス
● 在庫商品買い取りサービス
● 商品撮影代行サービス
● 冷凍保管サービス
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D-25 BANRI  インバウンド・越境ECエリア

〒174-0071
東京都板橋区常盤台 1-49-11
TEL: 050-3716-1898
Email: info@banri.biz 
URL: http://banri.biz/ 
見どころ

輸出入代行業者BANRIの力
1.独自物流による正真正銘業界最安の送料11元/kg
2.独自物流による最短3日の配送スピード
3.7名の専任スタッフによる迅速な問い合わせ対応
4.30名の検品専任スタッフによる検品体制　
5.4名の交渉専任スタッフによるOEM対応（提携工場の紹介も可）
6.日本だけでなくアメリカやオーストラリアなどへの配送も可能
7.蓄積された豊富な中国輸入代行実績
BANRIはお客様の輸出入ビジネスを全力サポート致します。

出展製品

● BtoBソリューション
● BtoCソリューション
● OME量産
● 商材リサーチ
● FBA納品
● 保管サービス

G-17 日立物流  スマートロジスティクス
エリア

〒104-8350
東京都中央区京橋2-9-2 日立物流ビル
TEL: 03-6263-2826　FAX: 03-6263-2755
Email: t-tanji@hitachitranport.com 
URL: http://www.hitachi-transportsystem.com/jp/ 

出展製品

● スマートウエアハウス NEW

共同出展社

日立物流ソフトウェア

G-17 日立物流ソフトウェア
〒135-0016
東京都江東区東陽7-2-14 東陽MKビル 6Ｆ
TEL: 03-5634-7296　FAX: 03-5617-6847
Email: h-yasuok@hitachitransport.com 
URL: http://www.hitachi-hbsoft.co.jp/ 

出展製品

● 物流センター管理ステム
● 受発注システム
● 追従運搬ロボット「サウザー」

共同出展社

日立物流

C-05 ビズネット
〒102-0076
東京都千代田区五番町12-3 五番町YSビル2F
TEL: 03-5860-1001　FAX: 03-3512-8552
Email: hara@biznet.jp 
URL: https://www2.biznet.co.jp/ 

見どころ

企業のモノの売り買いには、手間のかかる雑多な事務処
理がつきものです。ビズネットブースでは「売る側」「買
う側」双方の業務課題を解決する「受発注デジタル化プ
ラットフォーム」を展示いたします。

出展製品

● 受発注デジタル化プラットフォーム

IN-02 ファナティック  イノベーション＆スタート
アップエリア

〒150-0036
東京都渋谷区南平台町4-8 南平台アジアマンション606
TEL: 03-6721-0497
Email: noda@ecfanatic.com 
URL: https://wazzup.me 

見どころ

LINEの通数課金対策の大本命、ワズアップ! サイト改
修なしで店舗別・性別・ブランド別など、好きな内容で
セグメント配信を実現。LINEでカート落ちや再入荷お
知らせもタグ設置だけで簡単に配信可能です。月額1万
円から安価に導入可能

出展製品

● WazzUp!

F-11 不二家システムセンター
〒134-0088
東京都江戸川区西葛西3-22-21 西葛西KYUビル4F
TEL: 03-5675-5562　FAX: 03-5675-5525
URL: https://www.fujiya-sc.co.jp/ 

見どころ

BtoB ECは販路拡大に寄与する一方で、手間のかかる
請求業務などの負担が付きものです。「クロネコ掛け払
い」はこうしたお悩みを解決するBtoB決済サービスで
す。与信から請求書発行、集金などの業務を代行し、さ
らに未回収リスクも引き受けます。サービスだけでなく
サイト構築などについてもお気軽にご相談ください。

出展製品

● 受注業務BPOサービス
● コールセンターBPOサービス
● 財務経理系業務BPOサービス
● 印刷発送業務BPOサービス
● データ入力BPOサービス

共同出展社

三菱電機インフォメーションシステムズ

D-15 フューチャーショップ
〒530-0011
大阪府大阪市北区大深町4-20
グランフロント大阪タワーA　24F
TEL: 06-6485-5330　FAX: 06-6485-5500
Email: ml_sales@future-shop.co.jp 
URL: https://www.future-shop.jp/ 

見どころ

「futureshop」は自由度の高いデザインを実現するCMS
機能「commerce creator」を提供し、拡張性や柔軟性を
武器に、EC事業者の「やりたいこと」にとことんお応え
するEC構築プラットフォームです。導入後もサポート
や運用の悩みを事業者様と一緒に解決いたします。

E-19 フルカイテン
〒553-0004
大阪府大阪市福島区玉川2-8-4 阪神玉川オフィスビル7F
TEL: 06-6225-3051
Email: minami@full-kaiten.com 
URL: http://full-kaiten.com/ 

見どころ

ECにおける在庫適正化と経常利益増加を両立させる日
本初のクラウドサービス（SaaS）『FULL KAITEN』のデ
モと事例をご紹介。オムニチャネルにも対応しています

出展製品

● FULL KAITEN

D-22 ペイオニア・ジャパン  インバウンド・越境ECエリア

〒107-0062
東京都港区南青山5-4-27 Barbizon104-302
TEL: 03-6427-7162
Email: bd_japan@payoneer.com 
URL: https://www.payoneer.com/ja/ 

見どころ

Payoneerは、世界400万人以上の越境ビジネスで利用
されている外貨受取サービスです。海外のお取引先様か
らお支払いいただいた外貨は、Payoneerアカウントに
各通貨ごとに入金され、お好きなタイミングでお客様の
銀行口座へ日本円での出金が可能です。

出展製品

● グローバル決済サービス
● 請求サービス
● メイク・ア・ペイメント
● ストアマネージャー



出展社プロフィール
イーコマースフェア 2020

Exhibitor Profile

D-21 ボクブロック
〒102-0073
東京都千代田区九段北1-4-5 北の丸グラスゲート7F
TEL: 03-6261-4655　FAX: 03-3239-2225
Email: contact@media-ec-fantas.com 
URL: https://www.bokublock.jp/ 

見どころ

ECサイト成功の秘訣は、自社を知ってもらい､ブラン
ドを伝え､ファンになってもらうこと。
商品情報を掲載しただけのサイトから脱却し､事業者の
商品に対する想いを顧客に届け、これまで出会えなかっ
たFANとつながるきっかけを提供。
ECサイト自体をメディア化する機能を充実させた､ク
ラウドECサービス。

出展製品

● Media EC FANTAS NEW

F-11 三菱電機インフォメーションシステムズ
〒108-0023
東京都港区芝浦4-13-23 MS芝浦ビル
TEL: 03-5445-7426　FAX: 03-5445-7789
Email: http://www.mdis.co.jp 
URL: hiraoka-teruhisa@mdis.co.jp 

見どころ

FAX受注業務を「楽に」「素早く」「正確に」を実現し、各種業
界トップクラスの企業様への豊富な実績をもつFAXOCRシ
ステム 「MELFOS」およびクラウド型FAXOCRサービス 
「MELFOS on Demand」のご紹介をいたします。
また、㈱不二家システセンター様との共同出展により、業務
改善ソリューション「BPO on Demand」とコラボレーショ
ンすることで更なる受注業務の改善をご提案いたします。

出展製品

● FAXOCRシステムMELFOS
● MELFOS on Demand

共同出展社

不二家システムセンター

E-07  BtoBソリューション
エリア

〒171-0033
東京都豊島区高田3-15-10
TEL: 03-5911-4231　FAX: 03-5956-7603
Email: btob-pay-sales@kuronekoyamato.co.jp 
URL: https://www.yamato-b2b-pay.com/ 

見どころ

BtoB ECは販路拡大に寄与する一方で、手間のかかる
請求業務などの負担が付きものです。「クロネコ掛け払
い」はこうしたお悩みを解決するBtoB決済サービスで
す。与信から請求書発行、集金などの業務を代行し、さ
らに未回収リスクも引き受けます。
サービスだけでなくサイト構築などについてもお気軽
にご相談ください。

出展製品

● クロネコ掛け払い

D-20 ユミルリンク
〒151-8583
東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー
TEL: 03-6820-0088　FAX: 03-6820-0515
Email: cuenote@ymir.co.jp 
URL: https://www.cuenote.jp/ 

見どころ

月間40億通の配信実績を有するメールマーケティング
システム「Cuenote FC」や、本人認証・重要通知等に
利用いただけるSMS（ショートメッセージ）配信サー
ビス「Cuenote SMS」をはじめとしたメッセージング
ソリューションと、各企業様でのご導入事例、メールや
SMSを活用したマーケティング・業務効率化のノウハ
ウ等をご紹介いたします。

出展製品

● Cuenote FC
● Cuenote SMS
● Cuenote Survey
● Cuenote SR-S

D-26 ユーピーエス・ジャパン インバウンド・越境ECエリア

TEL: 0120-27-1040
URL: https://ups.com 

見どころ

世界最大の国際総合物流会社「UPS」では、お客様の越境
ECビジネスを強力に支援するソリューションを多数ご用
意しています。商品の受注管理、フルフィルメント、出荷、
追跡、配達、返品まで、顧客満足向上とリピーター獲得に
貢献する包括的な物流サービスをご提供いたします。

出展製品

● 国際エクスプレス輸送サービス
● フレートフォワーディングサービス（航空・海上）
● コントラクトロジスティクスサービス
● 通関サービス
● Eフルフィルメントサービス NEW
● 配達管理サービス「UPS My Choice」 NEW
● UPSマーケットプレース・シッピング NEW
● 開発者向けAPIキット
● 返品サービス

C-01 ラクス
〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-11 アグリスクエア新宿3F
TEL: 03-5368-1631　FAX: 0120-82-5348
Email: it-mkt@rakus.co.jp 
URL: https://www.rakus.co.jp/ 

見どころ

本ブースでは、ラクに導入できてラクに使える3つの業
務効率化ツールをご紹介いたします。1.メール共有管理
ツール「Mail Dealer」 2.チャットボットツール「Chat 
Dealer」 3.メール配信ツール「配配メール」。是非、ブー
スにて使いやすさを体験して下さい! 最新の導入事例や
来場者特典もご用意しております!

出展製品

● Mail Dealer
● Chat Dealer
● 配配メール

C-07 Resorz

〒162-0844
東京都新宿区市谷八幡町2-1
大手町建物市ヶ谷ビル3F
TEL: 03-6228-1801　FAX: 03-6228-1862
Email: info@digima-japan.com 
URL: https://www.digima-japan.com/ 

見どころ

【相談実績１８０００件！】海外進出支援総合プラットフォームの
「Digima～出島～」を運営しております。「越境EC」・「海外進出」
のご相談は是非ブースまで！

B-01 Repro

〒151-0053
東京都渋谷区代々木1-36-4 全理連ビル4F
TEL: 03-6681-1907
Email: yu@repro.io 
URL: https://repro.io/jp/ 

見どころ

【ブースの見どころ】
CE（カスタマーエンゲージメント）プラットフォーム「Repro」の
ブースです。本ブースでは弊社が提供する「Repro」に関する資料
の配布・デモや事例を交えた説明のほかに、15分ほどで聞けるミ
ニセミナー、他社講演・ブースをめぐりつかれた時に召し上がっ
ていただけるお菓子の配布を行っております。入口付近にブース
を構えておりますので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。

【CE（カスタマーエンゲージメント）プラットフォーム「Repro」とは?】
web・アプリユーザーの行動・属性情報を分析し、ユーザーが動く最
適な「体験」と「今」を見える化。分析結果からプッシュ通知・アプリ
内メッセージ・webメッセージ・広告配信などのマーケティング施
策を一気通貫して実行することができます。

出展製品

● Repro

F-08 リンク
〒107-0052
東京都港区赤坂7-3-37 カナダ大使館ビル1F
TEL: 03-4540-6500　FAX: 03-5785-2277
Email: baremail@link.co.jp 
URL: https://baremail.jp/ 

見どころ

サービス提供開始から2年半で250社の導入実績を誇
るメールリレーサービス 「ベアメール」のご紹介に加え、
ベアメールの運用ノウハウを活かして立ち上げた新規
プロダクト「迷惑メールスコアリング」をご紹介します。
「迷惑メールスコアリング」は、AIが迷惑メールに該当
するか判定してくれるサービスです。「メールの到達率
が低い」、「メールが届かない」といった課題を解消する
ことができます。ブースではデモのご紹介をしますの
で、ぜひ、当ブースへお立ち寄りください。

出展製品

● 迷惑メールスコアリング NEW
● ベアメール

ヤマトクレジット
ファイナンス 



出展社プロフィール
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Exhibitor Profile

F-01 WACUL

〒101-0052
東京都千代田区神田小川町3-26-8 
ユニゾ神田小川町三丁目ビル2F
TEL: 03-5244-5535　FAX:03-5244-5535
Email: sato_a@wacul.co.jp 
URL: http://wacul.co.jp 

見どころ

Webサイトのデータを自動で分析し、改善施策を提案
するツール「AIアナリスト」をご紹介します。Webサイ
ト無料診断のご案内もさせていただきます。

出展製品

● AIアナリスト

共同出展社

シクロマーケティング

● アイル
●
TEL: ●　FAX: ●
Email: ● 
URL: ● 

見どころ

●

出展製品

● ● NEW
● ● NEW
● ● NEW
● ● NEW
● ● NEW

● アイル
●
TEL: ●　FAX: ●
Email: ● 
URL: ● 

見どころ

●

出展製品

● ● NEW
● ● NEW
● ● NEW
● ● NEW
● ● NEW

● アイル
●
TEL: ●　FAX: ●
Email: ● 
URL: ● 

見どころ

●

出展製品

● ● NEW
● ● NEW
● ● NEW
● ● NEW
● ● NEW

● アイル
●
TEL: ●　FAX: ●
Email: ● 
URL: ● 

見どころ

●

出展製品

● ● NEW
● ● NEW
● ● NEW
● ● NEW
● ● NEW

● アイル
●
TEL: ●　FAX: ●
Email: ● 
URL: ● 

見どころ

●

出展製品

● ● NEW
● ● NEW
● ● NEW
● ● NEW
● ● NEW

● アイル
●
TEL: ●　FAX: ●
Email: ● 
URL: ● 

見どころ

●

出展製品

● ● NEW
● ● NEW
● ● NEW
● ● NEW
● ● NEW

● アイル
●
TEL: ●　FAX: ●
Email: ● 
URL: ● 

見どころ

●

出展製品

● ● NEW
● ● NEW
● ● NEW
● ● NEW
● ● NEW

● アイル
●
TEL: ●　FAX: ●
Email: ● 
URL: ● 

見どころ

●

出展製品

● ● NEW
● ● NEW
● ● NEW
● ● NEW
● ● NEW



出展社プロフィール
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Exhibitor Profile

OM-09 エルテックス
出展製品

● eltexDC
● eltexCX
● eltexCloud
● eltexSMS

OM-11 AMS

〒153-0063
東京都目黒区目黒1-24-12 オリックス目黒ビル6F
TEL: 03-6421-7697
Email: endo@amsinc.co.jp 
URL: https://www.amsinc.co.jp/ 

見どころ

AMSは、ECフルフィルメント業界トップクラスの導入実
績を誇り、ECと店舗を繋ぐオムニチャネルソリューション
とプロダクトを一気通貫提供する企業です。アプリやシステ
ムプロダクトの設計から開発、そしてプロダクトやソリュー
ションを個々のクライアント様の事業成長に有効最適化さ
せるべく伴走する「人」。これらを以って小売業界における
ECならびにオムニコマース展開をトータル支援します。

出展製品

● PRAMS-ORDER
● PRAMS-EC
● PRAMS-RFID
● PRAMS-EC
● PRAMS-FULFILLMENT
● PRAMS-ささげ
● PRAMS-ECHUB

OM-06 オービットブイユージャパン
〒141-0031
東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル8F　35号
TEL: 03-6417-9391　FAX: 03-6417-9390
Email: inside-sales@orbitvu.jp
URL: http://photoautomation.jp

見どころ

今、コンテンツは営業、サポート、ECサイトにも重要とされ
ており、コンテンツを充実させ、多様化したニーズにコンテ
ンツを対応させることが必須。本当に考えるべきは、画像を
どうコスパよく、作成するかではなく、素材がある中で『売
るためにどうするか』ではないでしょうか。それを考える時
間を弊社システムで生み出します。

出展製品

● ALPHA SHOT 360

OM-01 サイカ
〒101-0065
東京都千代田区西神田2-5-2 TASビル3F
TEL: 03-6380-9357　FAX: 03-6380-9893
Email: marketing@xica.net 
URL: https://xica.net/magellan/ 

見どころ

国内No.1のTVCM効果分析ツール「XICA magellan
（マゼラン）」の一般公開していない情報を見ることがで
きます! TVCMによって売上が10億円上がったとわかる
ロジック、最新のクライアントレポート例、さらにはここ
でしか見れないTVCMに関するランキング情報もお渡し
しております!

出展製品

● XICA magellan

OM-17 GMOメイクショップ
〒150-8512
東京都渋谷区桜丘町 セルリアンタワー
TEL: 03-5728-6227
Email: takemoto.yoshikazu@makeshop.co.jp 
URL: https://www.makeshop.jp/

OM-20 Twilio Japan

〒102-0083
東京都千代田区麹町6-6 東急四谷ビル５F
URL: https://www.twilio.com/japan 

見どころ

クラウドコミュニケーションプラットフォームのリー
ディングカンパニーであるTwilioのソリューションは、
世界中の様々なお客様のオムニチャネルのシステムを支
えています。当ブースでは、お客様事例のご紹介と実際の
デモをプレゼンテーションやデモステーションでご覧頂
けます。

出展製品

● SendGrid
● Twilio Flex
● Programmable SMS
● Programmable Voice
● Programmable Chat

OM-16 Nint

〒160-6138
東京都新宿区西新宿8-17-1 
住友不動産新宿グランドタワー34F
TEL: 03-5331-6318　FAX: 03-5539-3638
Email: ozeki.yuka@nint.jp 
URL: http://www.nint.jp 

見どころ

日本でECショッピングモールに出店する企業様に向
けた、日本EC市場の購買データ分析ツールです。人
気商品、価格、サーチワードなど運営に必要な分析に
より、売上・在庫・広告経費の問題解決をサポートし
ます。

出展製品

● Nint ECommerce

OM-13 ランチェスター
〒107-0062
東京都港区南青山3-3-3 リビエラ南青山B館3F
TEL: 03-5775-3395　FAX: 03-6455-4192
Email: eap-info@lanches.co.jp 
URL: https://www.lanches.co.jp/ 

見どころ

パタゴニア、東急ハンズなどが導入しているマーケ
ティングアプリプラットフォームの事例のご紹介や、
自社アプリの制作を体験していただけるブースです。

出展製品

● EAP（Engagement Application Platform） NEW

OM-05 ロジザード
〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町3-3-6
ユニゾ人形町ファーストビル4F
TEL: 03-4590-8101　FAX: 03-5643-9501
Email: event@logizard.jp 
URL: https://www.logizard.co.jp/ 

見どころ

1,197現場で稼働中 ! 圧倒的な導入実績を誇るクラウ
ドWMS「ロジザードZERO」。 複数リアル店舗の在
庫を一元管理する「ロジザードZERO-STORE」と連
携、在庫の見える化を実現します。 さらに「ロジザード
OCE」と組み合わせることにより、販売機会を最大化 !
まず在庫管理の一元化から始めてみませんか。

出展製品

● ロジザードZERO
● ロジザードZERO-STORE NEW
● ロジザードOCE NEW


