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はじめに

当事業は訪⽇外国⼈客の多くが買い物時に不満を感じる商品情報の
⾔語問題を解決しようとするオールジャパンの取り組みです。

JANコードをベースに、多⾔語商品情報を提供するデータベースを開発、
アプリを利⽤し、⼤変安いコストで、多⾔語化の取り組みが推進できます。

取り組みの成否は、参画いただける企業様の多さと、店頭におけるソース
マーキングされた商品多⾔語化情報の蓄積にかかっています。

ぜひ御社のご参画をいただき、2021年の東京オリンピック/パラリンピックに
向け、訪⽇外国⼈客への買い物⽀援を、オールジャパンの取り組みとして
強⼒に推進したいと考えます。よろしくお願い申し上げます。
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１．事業概要
（１）事業⽬的

背景︓
– 訪⽇外国⼈客は、2019年には3,188万⼈に達し、「明⽇の⽇本を⽀える観光ビジョ

ン」において、2020年に4,000万⼈、2030年に6,000万⼈の⽬標が設定されています。
– 訪⽇外国⼈客の旅⾏消費額に占める買い物代の割合は、約34.7％＊を占め、訪⽇

外国⼈客の増加に伴って、買物消費額も ⼤幅な増加が⾒込まれます。
ところが、訪⽇外国⼈客が⽇本でショッピングをする際には、⾔語の問題

（説明・価格表⽰）で不満や⼼配を感じるケースが多くなっています。
＊︓「訪⽇外国⼈の消費動向 2019年確報値」 国⼟交通省 観光庁 より

⽬的︓
– こうした状況に対し、訪⽇外国⼈客向けの商品情報提供による販売促進、

メーカー発信の正確な商品情報の収集／提供サイクルの確⽴をめざします。
– 将来的には東京オリンピック／パラリンピックに訪⽇する外国⼈の買い物⽀援に向けた

オールジャパンによる多⾔語化の取組みの⼀環としていきます。
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（補⾜）背景（１）

訪⽇外国⼈客に関するデータ（２０１８年に３千万⼈突破）

2019年（令和元年） 暦年 【確報】

調査項目
全国籍･地域 韓国 台湾 香港 中国

回答数 選択率 回答数 選択率 回答数 選択率 回答数 選択率 回答数 選択率

全体 【A】 35,034 100.0 3,618 100.0 2,832 100.0 2,914 100.0 4,510 100.0

消費税免税手続きをした回答者数および実施率 【A】 14,620 54.9 1,231 37.0 2,168 77.2 2,060 70.7 3,635 81.0

消費税免税の 菓子類 4,860 19.4 557 17.7 833 29.3 661 22.3 1,182 26.5

手続きをした 酒類 1,083 3.8 154 4.8 160 5.5 148 5.0 196 4.1

品目 生鮮農産物 229 0.7 10 0.4 41 1.4 62 2.1 33 0.6

（複数回答） その他食料品・飲料・たばこ 1,686 6.8 182 5.5 297 10.6 240 8.2 466 10.3

【A】 化粧品・香水 6,424 29.2 354 10.5 804 29.0 989 33.7 2,944 66.7

医薬品 4,685 22.7 525 16.1 1,247 45.5 838 28.6 1,623 36.6

健康グッズ・トイレタリー 2,142 9.6 124 3.6 583 21.0 430 14.4 687 15.5

衣類 5,434 18.9 264 8.1 682 25.6 975 34.2 1,140 26.0

靴・かばん・革製品 3,417 12.4 124 3.9 403 15.4 644 22.7 827 18.5

電気製品（デジタルカメラ／PC／家電等） 1,318 5.7 45 1.2 293 10.8 96 3.4 473 11.0

時計・フィルムカメラ 596 2.1 17 0.6 22 0.8 42 1.5 215 4.9

宝石・貴金属 191 0.7 9 0.2 5 0.2 11 0.4 63 1.5

民芸品・伝統工芸品 581 1.4 16 0.4 42 1.5 40 1.3 64 1.4

本･雑誌･ガイドブックなど 156 0.4 5 0.2 16 0.5 20 0.6 25 0.6

音楽・映像・ゲームなどソフトウェア 237 0.9 12 0.5 30 1.0 29 1.1 53 1.4

その他買物代 495 1.4 56 1.6 48 1.8 62 2.2 46 1.1

消費税免税手続きをしていない 20,414 45.1 2,387 63.0 664 22.8 854 29.3 875 19.0
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（補⾜）背景（２）

（「訪⽇外国⼈の消費動向 2019年年間確報値」 国⼟交通省 観光庁 より）

費⽬別購⼊率及び購⼊者単価（主要国籍・地域別）

免税⼿続きでの購⼊率（その費⽬を購⼊した⼈の割合）が最も⾼い費⽬は「化粧品･⾹⽔」
であり、29.2％が購⼊。次いで「医薬品」の購⼊率22.7％と⾼い。
国籍･地域別では、「菓⼦類」では台湾、「化粧品･⾹⽔」では中国、
「医薬品」では台湾と中国の購⼊率が⾼い。
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１．事業概要
（２）事業内容

訪⽇外国⼈客向けの多⾔語での商品情報提供
（信頼できるベンダーに商品情報を提供したい） 商品情報を適切に取扱できると認定した業者を「プロジェクト認定アプリベンダー」とし、

それ以外のベンダーへの多⾔語DPからの情報提供はいたしません。

8

（補⾜）アプリのダウンロード

iOS版はApp Storeで、 Android版はGoogle Playストアで、
Mulpiと検索！ Mulpiと検索！
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１．事業概要
（２）事業内容

事業内容詳細︓
① 商品のバーコードをスキャンする事で、商品基本情報（ＪＡＮコード、商品名（⽇本語）、

メーカー名（⽇本語）、商品画像、および商品カテゴリー名（ＪＩＣＦＳ（ジクフス）分類
（注1）））を多⾔語（英語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語、⽇本語）で提供。
さらに多⾔語化されたメーカーの商品詳細情報ページ（Webサイト）がある場合は、
当該ページにリンクを⾏う。

② 多⾔語商品情報データプールは、プラネット（注2）、JSM-DBC（注3）、ジャパン・インフォ
レックス（注4）の各業界商品ＤＢに加えて、流通システム開発センター（注5）が商品基本
情報を提供していく。
また、メーカー各社の商品詳細情報ページへのリンク先情報も登録、保持される。

③ 多⾔語商品情報データプールは、メーカー発信の正確な商品情報伝達インフラとして、既存の
関連サービスベンダーなどが展開するアプリにも開放する。また⼩売業が展開するＰＢ品の登録
などにも対応していく。

④ メーカーに対する多⾔語による商品詳細情報ページの作成⽀援として、翻訳会社を組織化し、
サービス紹介なども⾏って⾏く予定。
（注1）ＪＩＣＦＳ（ジクフス）分類は、流通システム開発センターが推進する商品カテゴリー分類
（注2）プラネットは、⽇⽤品、化粧品、ペットフード、ペット⽤品などの各業界商品情報データベース（ＤＢ）の運営会社
（注3）JSM-DBCは、ＯＴＣ医薬品（セルフメディケーションＤＢ）の運営団体
（注4）ジャパン・インフォレックスは、酒類、加⼯⾷品業界の商品情報ＤＢ（ＦＤＢ）の運営会社
（注5）流通システム開発センターは、商品情報データベースとしてGS1 Japan Data Bankを運営
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１．事業概要
（３）利⽤シーン

 商品の情報を多⾔語で表⽰し、訪⽇外国⼈客のショッピングをお⼿伝いします

メーカー公式
商品情報
多⾔語

データプール
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（補⾜）事業内容（１）
2016年の実証実験 店頭アンケート結果

カテゴリー名＋写真＋商品詳細情報の表⽰については、両業態とも８割以上が
「とても役に⽴つ」「まあ役に⽴つ」と有⽤性を評価し、８割弱以上が「ぜひ利⽤し
たい」「まあ利⽤したい」と利⽤意向を持ち、好評であった。
カテゴリー名＋写真 と カテゴリー名のみ の表⽰については有⽤性、利⽤意向
とも低くなることから、詳細情報整備の重要性が分かった

N=77

N=69

N=77

N=69

N=77

N=69

N=77

N=69

N=77

N=69

N=77

N=69
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（補⾜）事業内容（２）
メーカー／⼩売業へのサポート

① （メーカー）商品詳細情報の作成・公開⽀援
・ 基本情報は業界DB（プラネット、JSM-DB、FDBなど）とGS1 Japan Data Bankから連携

⇒ カテゴリ、JANコード、商品名、画像
・ ⾃社Webサイト等で作成済の多⾔語された商品詳細情報があれば、そのまま利⽤可能です。
・ ⽇本語商品情報からの多⾔語（英、簡、繁、韓）への翻訳、DPへの登録をサポート（予定）

⇒ 翻訳のみのご利⽤も可能です。

② （メーカー）認定アプリベンダー、WEBサービスベンダーによる、商品情報の提供
・ 多⾔語DPの登録だけで、認定アプリベンダー、WEBサービスベンダーが提供するアプリ・サービス

の利⽤者へ情報提供が可能です。

③ （メーカー）多⾔語アプリ、WEBサービスで収集されたログのご提供
・ 認定アプリベンダー、WEBサービスベンダーとの提携により、商品ごとのスキャン履歴ログを

ご提供します。興味を持たれている商品の発⾒や翻訳リソースの集中等に御利⽤可能です。

④ （⼩売業）店頭で、お客様への提案に
・ タブレットなどで、おすすめ商品をスキャン
・ お客様に、アプリをご紹介 ＊お⼟産や旅⾏中に使う商品の確認に。

＊買い物リストの最終確認に。
＊帰国後の使⽤⽅法の確認に。
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（補⾜）事業内容（3）
メーカーへのサポート

多⾔語商品情報提供サービス（Mulpi）への⼊会を前提に
多⾔語商品情報提供サービス（Mulpi）にリンクされる多⾔語商品の追加情報である
ホームページ作成につき、以下の通り⽀援致しますので、必要に応じてご活⽤願います。

– ⽀援策１︓翻訳企業の紹介
– ⽀援策２︓ひな型HTMLファイルの提供
– ⽀援策３︓ホームページ・スペースの貸与

（詳細は、別紙「多⾔語商品情報ページ作成⽀援のご案内」を参照願います）

1414

（補⾜）検索画⾯の例

メーカーの
多⾔語による

商品詳細情報
ホームページ
のＵＲＬが
登録されて
いない場合は
基本情報のみ

を表⽰

メーカーの
多⾔語による

商品詳細情報
ホームページ
のＵＲＬが
登録されて
いる場合は

当該ページを
⾃動的に表⽰

Mulpiを選択し、商品のバーコードをスキャン

商品基本情報では、商品カテゴリーを
スマホの⾔語設定により

英語、中国語（簡体字、繁体字）
韓国語、⽇本語により表⽰。

掲載情報の出所を明示
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（補⾜）商品追加情報の例（１）

 商品の追加情報は、各社ホームページなどで、⾃由な形式で、表⽰できます。
商品基本情報

（Ｍｕｌｐｉ）

商品追加情報

（メーカーホームページ）

商品基本情報

（Ｍｕｌｐｉ）

商品追加情報

（おくすり検索のページ）
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（補⾜）商品追加情報の例（２）

 商品の追加情報は、各社のプロモーション映像などへのリンクも可能です。

商品基本情報

（Ｍｕｌｐｉ）

商品追加情報

（メーカーホームページ）

商品基本情報

（Ｍｕｌｐｉ）

商品追加情報

（メーカーホームページ）
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（補⾜）商品追加情報の例（3）

 商品の追加情報は、各社ホームページなどで、⾃由な形式で、表⽰できます。
商品基本情報

（Ｍｕｌｐｉ）

商品基本情報

（Ｍｕｌｐｉ）

商品追加情報

（メーカーホームページ）

商品追加情報

（メーカーホームページ）
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（補⾜）商品追加情報の例（４）

 商品の追加情報は、各社のプロモーション映像などへのリンクも可能です。
商品追加情報

（メーカーホームページ）

商品追加情報

（メーカーホームページ）

商品追加情報

（メーカーホームページ）

商品追加情報

（メーカーホームページ）

商品追加情報

（メーカーホームページ）



訪⽇外国⼈は、あらかじめ購⼊予定商品を決めている従来のスタイルから、店頭で商品を⾒
定めて購⼊するスタイルへ購買⾏動の変化の兆しが出てきています。こうした中、増加し続ける
訪⽇外国⼈の買物環境の整備を図ることで、幅広い買い物需要の喚起をはじめ下記のような
効果が期待されます。

メーカー
– 外国⼈観光客や国内消費者が、⾃社の商品詳細情報ウェブサイトにアクセスする可

能性が⾼まります。
→⾃社サイトにて有⽤なマーケティング情報提供の機会が⾼まります。

– 外国⼈観光客に対して、メーカー発信の正確な商品情報を、極めて低コストで提供可
能となります（改廃時にも⼀括対応が可能）。

– メーカーホームページの⼯夫次第で単なる商品情報だけでなく、動画での説明等につな
げることができます。

– 外国⼈観光客に対する⾃社商品の購買促進につながります。
– 外国⼈観光客へ、商品の正しい使⽤・服⽤・摂取⽅法などの情報提供ができます。
– 得意先などからの個別の多⾔語化対応要請への対応が不要となります。
– ⾃社の商品情報に対するアクセスログ（参照情報）をマーケティング活動へ活⽤できま

す。

1919

１．事業概要
（４）それぞれの⽴場での期待効果

2020

１．事業概要
（４）それぞれの⽴場での期待効果

卸売業
– 得意先などに対する個別の多⾔語情報提供業務が軽減されます。
– 卸企画製造商品に関しては、メーカーと同様の効果が期待されます。
– アクセスログによるマーケティング活動への活⽤ができます。
– メーカーによる⾃社商品の情報登録が進むことにより卸における商品登録業務が軽減

されます。

⼩売業
– 本取り組みによる共通インフラを利⽤することにより、極めて低コストで外国⼈観光客

への買物⽀援が可能となります。
– 外国⼈観光客の購買を店頭で促進し易くなります。
– アクセスログによる販売活動への活⽤ができます。
– ⾃社独⾃の仕組みによる店頭商品の多⾔語化対応や管理が不要となります。
（注）⼩売業で、訪⽇外国⼈に、本サービスをご紹介される場合は、お店の取扱商品と
当サービスで提供している商品カテゴリーの⽐較検討をお願いします。

（注）アクセスログは、検索⽇時、JANコード、商品情報の有無、検索場所（国）、
検索⾔語、キャリア、モデル、OS、IPアドレスより必要なものを提供する予定。
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１．事業概要
（５）運⽤体制

運営・運⽤体制
– 運営⺟体、開発・運⽤委託先、データベース事業者、提携アプリ運営企業

普及推進体制
– 運営・普及委員会、製・配・販連携協議会、協⼒団体、データベース事業者

協⼒体制
– データベース事業者、提携アプリ運営企業、協⼒翻訳会社

オールジャパン

運営⺟体
＜（⼀財）流通システム開発センター＞製・配・販

連携協議会
（経産省⽀援）

多⾔語対応協議会
⼩売プロジェクトチーム

協⼒団体
⽇本TCGF
⽇本OTC医薬品協会

︓
︓運営・普及委員会

商品情報多⾔語化
FSPの後継

開発・運⽤委託先

提携アプリ・WEBサービス運営企業

協⼒翻訳会社

データベース事業者
プラネット、JSM-DBC、ジャパン・インフォレックス、

流通システム開発センター（GS1 Japan Data Bank）、・・
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１．事業概要
（６）⼊会案内 ＆ 問い合わせ先

【問い合わせ先】 製・配・販連携協議会 多言語商品情報プロジェクト事務局 e-mail : scic@gs1jp.org

ホームページ ： http://www.dsri.jp/forum/pro.html

注）多言語商品情報プロジェクトは、製・配・販連携協議会（経済産業省支援）のもと、

（一財）流通システム開発センターと（公財）流通経済研究所が事務局となって運営しております。

■訪⽇外国⼈客の急増が⾒込まれるイベントをターゲットにしています。

2021年︓東京オリンピック・パラリンピック競技⼤会
2025年︓⽇本国際博覧会（⼤阪・関⻄万博）

■⼊会条件︓業界ＤＢまたはGS1 Japan Data Bankに⾃社商品情報を登録している
（業界DBからの情報連携は無料）

︓⾃社Ｗｅｂサイトに多⾔語による商品別商品情報を保有しリンクを希望
（リンクは、⼊会が前提）

■会 費 ︓⼊会費（20万円）、年会費（10万円） システム開発費、運⽤費、諸経費などに充当

＜但し、中⼩企業基本法の定義による中⼩企業は、
⼊会費（4万円）、年会費（2万円）＞
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２．会員制度
（１）全体概要
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会員企業は
アクセスログを
⼊⼿することが

できる
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２．会員制度
（２）登録⼿順

①会員規約「多言語商品情報提供サービス規約」の確認

http://www.dsri.jp/forum/pdf/terms_of_mulpi.pdf

②会員申込は、

「多言語商品情報提供サービス 入会申込書」に

http://www.dsri.jp/forum/pdf/Application_for_membership.docx

記入捺印の上、PDFをscic@dsri.jp宛て送付頂くか

FAX(03-5414-8513)送付願います。

なお、その際、名簿管理精度向上のために、入力済

ワード・ファイルを、scic@dsri.jp宛てに送付願います。

③指定フォーマットに、
http://www.dsri.jp/forum/pdf/product_url_entry_file.xlsx

多言語による商品詳細情報が掲載されたホームページ

URLを登録頂き、scic@dsri.jp宛てに送付願います。

（全ての言語が、揃っていなくとも登録可能です。）

④入会金と年会費（2017年度は免除）の請求書を

お送りしますので、入金手続きをお願いします。



2020年オリンピック・パラリンピック大会に向けた多言語対応協議会：

東京2020大会の開催に向け、円滑な移動と安心・快適に滞在できる環境を整備するため、

表示・標識などの多言語対応を、国の関係行政機関、関係地方公共団体、民間団体及び企業
などが相互に連携・協働して取り組むことを目的として2014年に設置されました。

小売プロジェクトチーム：
小売における多言語対応の3つの領域（店頭表示、接客コミュニケーション、商品情報）での統一ルールの

策定やツールづくりを行い、おもてなし向上に向けた接客対応強化を小売業界全体で進めてまいります。

商品情報領域のツールとして、多言語商品情報アプリ（Mulpi）が、紹介されています。
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（補⾜）多⾔語対応協議会 ⼩売プロジェクトチーム とは

東京都作成のDVDでMulpiが紹介されています。
東京都作成のDVD「外国人旅行者の気持ちになって歩いてみよう！」で、「多言語商品情報提供サービス

Mulpi」が、紹介されています。外国人の視点から見た東京の多言語対応の好事例を紹介した約30分の映像
です。そのなかで、Mulpiについても紹介されています。

https://tokyodouga.jp/pdtMBZJyd4s.html

「小売業の多言語対応ガイドライン」で

Mulpiが紹介されています。
本ガイドラインは、小売業に特化して多言語対応を取りまとめたものです。

小売業全体で、よりスムーズで効率的な多言語対応を促進し、訪日ゲストに

よりよいおもてなしの提供を目指すものです。そのためのツールの1つとして、

製・配・販連携協議会の多言語商品情報プロジェクトが提供する多言語商品

情報のスマートフォン専用アプリケーション「Mulpi（マルピ）」が、本ガイドライン

の「商品説明分野における多言語対応」の中で紹介されています。
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（補⾜）多⾔語対応協議会 ⼩売プロジェクトチームによる広報活動（例）



⽬的︓
– 消費財分野におけるメーカー（製）、中間流通・卸（配）、⼩売（販）の連携により、サ

プライチェーン・マネジメントの抜本的なイノベーション・改善を図り、もって産業競争⼒を⾼め、
豊かな国⺠⽣活への貢献を⽬指す。

主催︓
– 経済産業省⽀援のもと、⼀般財団法⼈流通システム開発センターと公益財団法⼈流通
経済研究所が共同して運営。

参加企業︓
– 製造業︓２２社、卸売業︓９社、⼩売業︓２２社（参加企業⼀覧は次⾴）

主な活動︓
– 総会、運営委員会、WG
– サプライチェーンイノベーション⼤賞（昨年度より）など

詳細は、ホームページ参照 http://www.dsri.jp/forum/
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（補⾜）製・配・販連携協議会とは
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＜製︓メーカー＞
アイリスオーヤマ株式会社 アサヒビール株式会社 味の素株式会社
⼤塚製薬株式会社 花王株式会社 キッコーマン⾷品株式会社
キユーピー株式会社 キリンビール株式会社 サントリー⾷品インターナショナル株式会社
株式会社資⽣堂 第⼀三共ヘルスケア株式会社 ⼤正製薬株式会社
武⽥コンシューマーヘルスケア株式会社 ⽇清⾷品株式会社 ⽇本コカ・コーラ株式会社
ネスレ⽇本株式会社 ハウス⾷品株式会社 ﾌﾟﾛｸﾀｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社
ユニ・チャーム株式会社 ﾕﾆﾘｰﾊﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 ライオン株式会社
ロート製薬株式会社

＜配︓卸売業＞
株式会社あらた 伊藤忠⾷品株式会社 株式会社⼤⽊
加藤産業株式会社 国分グループ本社株式会社 株式会社⽇本アクセス
株式会社PALTAC 三井⾷品株式会社 三菱⾷品株式会社

＜販︓⼩売業＞
株式会社アークス イオンリテール株式会社 株式会社イズミ
イズミヤ株式会社 株式会社イトーヨーカ堂 ウエルシア薬局株式会社
株式会社ココカラファイン 株式会社コメリ 株式会社サンドラッグ
スギホールディングス株式会社 株式会社セブン-イレブン・ジャパン DCMホールディングス株式会社
株式会社ファミリーマート 株式会社フジ 株式会社平和堂
株式会社マツモトキヨシホールディングス 株式会社マルエツ ミニストップ株式会社
株式会社ヤオコー ユニー株式会社 株式会社ライフコーポレーション
株式会社 ローソン

（補⾜）製・配・販連携協議会参加企業⼀覧


