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はじめに

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
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１．多言語商品情報ホームページ
作成のための支援策
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１．多言語商品情報ホームページ作成のための支援策
（１）支援策１：翻訳企業の紹介（概要）

商品情報の翻訳事業者を新たに探される際の参考情報として、会員企業の翻訳実績
があり、当プロジェクトの趣旨に賛同する事業者を、参考までにご紹介致します。
但し、当プロジェクトとして、翻訳結果などの成果物の品質を保証するものではありません。
翻訳事業者の選定、交渉、契約、作業依頼などは、全て、各社と翻訳事業者の間で
直接行ってください。事務局は、作業依頼内容や契約内容には関知しません。
翻訳に関わる費用は、各社負担となります。
現時点で、ご紹介できる翻訳事業者は、下記の６社（企業名50音順）となります。

– 株式会社アイティエルエス http://itls.co.jp/

– エクスポート・ジャパン株式会社 https://www.export-japan.co.jp/

– 日本アイアール研究所株式会社 http://www.ircorp.co.jp/

– 日本コンベンションサービス株式会社 https://www.convention.co.jp/

– 株式会社日本翻訳センター https://www.jtc.co.jp/

– 株式会社バオバブ https://baobab-trees.com/ja/

http://itls.co.jp/
https://www.export-japan.co.jp/
http://www.ircorp.co.jp/
https://www.convention.co.jp/
https://www.jtc.co.jp/
https://baobab-trees.com/ja/
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１．多言語商品情報ホームページ作成のための支援策
（１）支援策１：翻訳企業の紹介（各社連絡先）

株式会社アイティエルエス 営業部 担当：兒玉（こだま）
〒140-0013 東京都品川区南大井3-35-14大森本田ビル
℡：03-6715-9691 e-Mail：m-kodama@itls.co.jp
エクスポート・ジャパン株式会社
〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町２－１－１４ KDX北浜ビル１０F
℡：06-6208-0161/03-6214-5881 e-Mail：localization@exportjapan.co.jp
日本アイアール研究所株式会社 ウェブ・プロジェクト部 担当：蜂屋（はちや）
〒107-6103 東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビルヂング 3F
℡：03-3583-5711 e-Mail：irken-web@irken.jp
日本コンベンションサービス株式会社 翻訳・ドキュメントサービス部
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル14階
℡：03-3508-1212 e-Mail：honyaku@convention.co.jp
株式会社日本翻訳センター 営業企画部
〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町７
℡：03-3291-0655 e-Mail：honyaku2@jtc.co.jp
株式会社バオバブ 多言語商品情報（JANコード）翻訳担当
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-12-1 新有楽町ビル11F Portal Point

e-Mail：info@baobab-trees.com
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１．多言語商品情報ホームページ作成のための支援策
（２）支援策２：ひな型HTMLページの提供

多言語商品情報のホームページ作成に当たっては、基本的なHTMLファイルのひな型を
用意しておりますので、これを活用して頂くことも出来ます。
具体的には、ひな型のHTMLファイルの商品ごとの定められた項目を更新して頂くことに
より、商品別のHTMLファイルができるというものです。
ひな型の提供のみですので、各社独自仕様にする場合は、各社の責任において、
作成してください。

ひな型のHTMLファイル
例：4912345678904ja.html

英語版のHTMLファイル作成
例：4912345678904en.html
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１．多言語商品情報ホームページ作成のための支援策
（３）支援策３：ホームページ・スペースの貸与

多言語商品情報ホームページ用のスペースとして、会員企業に限り、ホームページ・
スペースの貸与を行います。
– Mulpiで表示する商品ごとのHTMLファイルと、それに伴う関連ファイルのみが対象で
す。

– 会費以外の追加費用は必要ありません。

Mulpi
商品ごと言語ごとのHTMLファイル

＋ 関連ファイル

貸与スペース
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２．多言語商品情報ホームページ
作成までの基本的な流れ
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２．多言語商品情報ホームページ作成までの基本的な流れ ~ 全体概要

(0) 会員入会
(1) 作成方針の確定

(2) 素材の準備

(1)-① 独自仕様 (1)-② ひな型仕様

(3) 翻訳事業者の選定・契約・翻訳依頼

(3)-① 翻訳(3)-② HTML作成

(4) HTML
ファイル作成

(5) ホームページ公開

(1)-① 独自仕様

(1)-② ひな型仕様

(5)-① 各社HP (5)-② 貸与スペース

(1)-① 独自仕様

(1)-② ひな型仕様
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２．多言語商品情報ホームページ作成までの基本的な流れ
（０）会員入会

Mulpiに商品基本情報が登録されているか確認してください。
確認方法は、Mulpiで対象商品のバーコードをスキャンしてみると分かります。

⇔ 対象商品が多い場合は、対象商品のJANコード一覧を、
事務局まで送付頂ければ、確認いたします。

⇔ 登録されていない場合は、事務局まで、ご相談ください。
（流開DPへの登録を案内させて頂きます。）

「3.会員制度 登録手順」（スライド20）に沿って、会員入会手続きを行ってください。
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）＞
既に、商品追加情報としての多言語商品情報ホームページを開設済みの場合は、
URL一覧を、事務局あてにお送りください。
以下は、多言語商品情報ホームページをこれから作成する場合の手順となります。
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２．多言語商品情報ホームページ作成までの基本的な流れ
（1）作成方針の確定

商品追加情報としての多言語商品情報ホームページの作成方針を確定します。
– 対象商品（多言語商品情報ホームページを作成する商品の選定）

⇔ 全ての商品を対象にする必要はありません。
– 対象言語（日本語、英語、中国語繁体字、中国語簡体字、韓国語から選択）

⇔ 全ての言語に対応する必要はありません。
– 掲載内容（メーカー名、JANコード、商品名、商品特長、用法・容量、

使用上の注意点などから各社の載せたい情報を検討）
– 掲載形式 (1)-① 独自仕様 ⇔ 独自にご検討願います。

動画映像などのリンクでもOKです。
(1)-② ひな型仕様 ⇔ ひな型の基本仕様を活用できます。
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２．多言語商品情報ホームページ作成までの基本的な流れ
（２）素材の準備

（１）の作成方針に沿って、多言語商品情報ホームページ用の素材を準備します。
– 対象商品の掲載内容情報を準備します。
– 翻訳依頼部分を明確化します。

⇔ 掲載内容全てを翻訳する必要はありません。
– 項目別の翻訳方針を明確化します。

⇔ メーカー名、商品名などは、英語名などがある場合を除いては、
全て日本語表記のみ、或は、ローマ字表記のみと言う選択肢もあります。

– 商品追加情報の中に、商品画像などを掲載する場合は、画像ファイルも、ご用意
ください。
⇔ 商品基本情報に商品画像が掲載されている場合は、それを利用する

こともできます。
– 画像ファイルは、GIF、JPEG、PNG、BMPのいずれかのファイル形式が可能です。

⇔ ファイル名は、JANコード.pngなど、分かり易く、重複の無いものとして
ください。例：4912345678904.png
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２．多言語商品情報ホームページ作成までの基本的な流れ
（３）翻訳事業者の選定・契約・翻訳依頼

翻訳事業者の選定を行います。
– 既に取引のある翻訳事業者がある場合は、そちらに依頼してください。
– 翻訳事業者を新たに探される場合は、支援策１の翻訳事業者のなかから依頼先
を選ぶこともできます。

– 当プロジェクトとして、翻訳結果などの成果物の品質などを、保証するものではありま
せん。相見積もりをとるか、及び最終選定は、各社の責任において行ってください。

翻訳事業者と打合せを行います。
– 選定した翻訳事業者との間で、翻訳作業依頼内容や料金などの条件について
話し合いを行ってください。

– 翻訳事業者の中にはHTMLファイルの作成まで、サポートしている所もあります。
翻訳事業者に、ひな型を利用した場合も含め、HTMLファイルの作成まで
依頼するかは、依頼内容の検討の中で決めてください。

– 事務局は、作業依頼内容や契約には、関知しませんので、直接行ってください。
契約後、作業依頼を行います。
– 翻訳依頼内容の翻訳
– HTMLファイル作成するまでを依頼する場合は、HTMLファイルの作成
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２．多言語商品情報ホームページ作成までの基本的な流れ
（４）HTMLファイルの作成

多言語商品情報ホームページ用のHTMLファイルを作成します。
– 既に、取引のある事業者がある場合は、そちらに依頼してください。
– 翻訳事業者にHTMLファイルの作成まで依頼した場合は、翻訳事業者に、
作成を依頼してください。

– ひな型を利用して、HTMLファイルを作成することもできます。
⇔ ひな型のデータ更新及び、商品ごと言語ごとのHTMLファイルの作成は、

別紙手順に従って、各社にて行って頂くか、翻訳事業者に依頼してください。
商品ごと言語ごとのHTMLファイルのURL一覧を作成します。
– (4)-① 各社のホームページなどに多言語商品情報ホームページを置く場合は、
そのURL一覧を作成します。

– (4)-② 事務局の貸与スペースに多言語商品情報ホームページを置く場合は、
そのHTMLファイル名の一覧を作成します。

URL一覧、又はHTMLファイル名一覧を、事務局まで、送付してください。
– HTMLファイル名は、JANコード言語.htmlなど、分かり易く、重複の無いものと
してください。例：4912345678904en.html

ひな型を利用する場合は、事務局までご連絡頂ければ、関連ファイル含め、一式を
ご提供いたします。
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２．多言語商品情報ホームページ作成までの基本的な流れ
（４）HTMLファイルの作成 － ひな型を利用した手順

ひな型

メーカー名の更新
JANコードの更新
商品名の更新

商品画像ファイル名の更新

商品特徴などの商品
追加情報の更新

①ひな型のHTMLファイル
例：4912345678904jp.html

英語版イメージ

②

③商品ごと言語ごとの
HTMLファイル作成

例：4912345678904en.html

①ひな型のHTMLファイルをいずれかのエディタで開きます。
②メーカー名、JANコード、商品名、商品画像ファイル名、
商品特徴などを、更新します。

③商品ごと言語ごとのHTMLファイルを作成します。
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２．多言語商品情報ホームページ作成までの基本的な流れ
（５）ホームページの公開

多言語商品情報ホームページ用のHTMLファイルを、ホームページ・スペースにアップロード
します。
– (4)-①⇒(5)-① 各社のホームページなどに多言語商品情報ホームページを置く
場合は、各社のホームページ・スペースに、関連ファイルをアップロードします。
⇔ (4)-①のURL一覧をお送りいただければ、事務局にて各商品情報の
基本情報とのリンク設定を行います。

– (4)-②⇒(5)-② 事務局の貸与スペースに多言語商品情報ホームページを置く
場合は、HTMLファイル名一覧と関連ファイルをお送りいただければ、事務局にて、
アップロードします。
⇔ (4)-②のHTMLファイル名一覧に基づき、事務局にて各商品情報の
基本情報とのリンク設定を行います。

事務局にてリンク設定終了後、ご連絡しますので、Mulpiにて、対象商品のバーコード
をスキャンして、正しく表示されることを確認してください。
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３．会員制度



３．会員制度
（１）全体概要と会員サービス

商品
基本情報
画面

商品基本情報を表示
・ＪＡＮコード
・商品名（日本語）
・メーカー名（日本語）
・商品画像
・商品カテゴリー名（JICFS分類）
<言語>日、英、韓、中（繁体、簡体）

Mulpi

アプリをインストール 商品のJANコードを
スキャン

ユーザー（訪日外国人等）

+
商品

追加情報
画面

商品追加情報を表示
<例>
・多言語 添付文書情報（OTC医薬品）
・多言語 関連情報（関連商品、サービス等）
・多言語 プロモーション情報

Mulpi 基本サービス（無料）
※指定DB*に登録された基本情報を表示（メーカー対応不要）

Mulpi 会員サービス（有料）
※追加情報を表示（会員がURL追加登録）
※会員要件：入会金/年会費、アクセスログ入手

プラネット JII
（FDB）

JSM-DBC GS1 Japan
Data Bank

規約同意企業
のみデータを連携

Mulpi会員企業のみ
URL情報も連携

該当データを自動抽出

<＊指定DB>
多言語対応用
商品情報DP

<会員によるURL追加登録>
・追加表示を希望する情報のURLを登録

<入会手続き>
・規約確認後、入会届提出
・会費（入会費、年会費）

URLリンク

テーブル

会員企業は
アクセスログを
入手することが

できる

リンクする商品追加
情報画面は
メーカーＨＰ
であることから
動画などで自由に
アピール出来る
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３．会員制度
（補足）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。
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おわりに

 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。ぜひ各社のご参画をいただき、今後も増大し
続ける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。

【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@dsri.jp

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。
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