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BEENOS 株式会社（東証プライム：3328）の連結子会社で、海外向け購入サポートサービス「Buyee（バイイー） 

https://buyee.jp/」を運営する tenso 株式会社（以下「tenso」）は、株式会社 SUPER STUDIO（本社：東京都目黒区、代表者：

代表取締役 林 紘祐、以下：SUPER STUDIO）が運営する EC プラットフォーム「ecforce」と（URL： https://ec-force.com/ ）と

越境 EC 支援サービス「Buyee Connect」の連携を開始しました。連携の開始に合わせて「Buyee Connect」と SUPER STUDIO

は越境 EC セミナー「言語・決済・物流等の不安を解消！越境×自社 EC での勝ち方」を 2023 年 2 月 22 日（水）に開催いたし

ます。      

 
 

■ ecforce URL：https://ec-force.com/       

 

「Buyee Connect」は、海外からのアクセス者に向けた専用カートを新たに開設し、多言語 CS 対応、海外配送、決済などの

越境 EC における必要な機能をすべてサポートする仕組みを提供しています。初期費用および月額費用ともに無償のため費

用負担もなく、海外販売オペレーションも BEENOS グループが行うことから日本の企業の皆様は従来通りの国内 EC の運用

のみで海外販売が実現できます。 

今回「ecforce」と「Buyee Connect」の連携により、「ecforce」をご利用の企業様は世界 118 ヶ国/地域に自社 EC を活用した

商品販売が可能となります。EC 事業者様のサイト構築からサイトの越境化、海外向けプロモーションのサポートまで幅広くサ

ポートし、日本企業における EC のグローバル化を支援いたします。 

「Buyee」は、412 万人以上（※1）の会員数を抱えリピーターも多いサービスです。北米やヨーロッパ、アジアへ向けた独自の

物流サービスによる国際配送料の安さ、一律 300 円/オーダー毎の明朗かつ割安な手数料で、海外のお客様が少ない負担で

日本の商品を購入いただける仕組みを提供しています。また、BEENOS グループの BeeCruise 株式会社は、越境 EC にチャ

レンジする企業様をサポートするキャンペーンを定期的に開催するなど、海外向けプロモーションを支援し、日本の企業の越

境 EC での流通拡大に貢献できるように努めています。 

EC プラットフォーム「ecforce」と 

越境 EC 支援「Buyee Connect」が連携開始 

越境 EC 導入方法や事例を紹介するセミナーを 2 月 22 日（水）開催 
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■セミナー概要 

 

名称：言語・決済・物流等の不安を解消！越境×自社 EC での勝ち方      

日程：2023 年 2 月 22 日(水)  14: 00-15: 00 

開催方法：Web セミナー（ZOOM） ※お申込み後、リンク及び URL をお送りします。 

入退室：自由 

参加費用：無料 

      

 

▼こんな方におすすめ！ 

・越境 EC 市場に参入を検討している企業様 

・越境 EC に興味がある企業様・システム制作会社様 

 

申し込み URL：https://ec-force.com/page/20220222_BeeCruise 

 

セミナー参加にあたってのお願い 

・本セミナーは EC/D2C 事業者様が対象です。恐れ入りますが主催・共催企業の競合他社様、個人事業主様・フリーランス・学

生等のお申し込みはお断りさせていただく可能性がございますので、予めご了承くださいませ。 

・セミナー内容の録画・録音・撮影、スクリーンショットやダウンロード、資料の無断転用はご遠慮いただいております。 

・セミナーの参加者はアンケートの回答が必須となっております。セミナー終了後にブラウザが立ち上がりますので、ご回答く

ださい。 

 

●プログラム 

                                    

13:55〜14:00：入室開始 

14:00〜14:30：プレゼンテーション 

14:30〜14:50：トークセッション 

14:50〜15:00：質疑応答 

15:00：終了  

 

 

●登壇者 

 

 
飯尾 元      

株式会社 SUPER STUDIO 執行役員 CMO 

      

早稲田大学法学部卒業後、楽天株式会社（現：楽天グループ株式会社）に入社。ファーストパーティ EC 事業の事業戦略担当
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として、主に新レベニューソース創出、利益改善、SCM 改革などのプロジェクトを担当。 その後、外資コンサルファームにて、

デジタル時代の新規事業開発、ビジネスモデル変革等、デジタル戦略関連プロジェクトに従事。 SUPER STUDIO では、自社

D2C ブランド立ち上げ、運用、クライアント所有ブランドのハンズオン型支援を担う部門の責任者として、合計数十ブランドにお

いて企画〜立ち上げ〜グロースの全フェーズを経験。     理論だけではなく、実践を経た D2C ノウハウを様々なブランド横断

で展開している。      

 

 

  

山口 祐太郎 

BeeCruise 株式会社 Global Growth Hack 事業部   

 

EC モールの企画営業や物流系ベンチャー企業での Saas サービス立ち上げに参加。BeeCruise に入社後は、海外販売支援

〜海外プロモーションまで国内企業をサポート。 

現在は、BtoB マーケティングを担当し、アライアンス、パートナー取引を主に行っている。趣味はサッカー観戦とスーパー銭湯

巡り。 

 

【越境 EC 支援サービス「Buyee Connect」導入による、越境 EC 展開のイメージ】 
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■Buyee が提供する海外販売のサポート内容 
◆多様な決済手段に対応…Paypal、Alipay、銀聯クレジットカード等各種クレジットカード、台湾向けに AFTEE 

◆豊富な配送手段に対応…DHL・EMS・SAL 便・FedEx・国際小包・船便など 

◆独自の保障サービス…Buyee 独自の検品・配送補償を提供 

◆不正決済防止…EC サイト事業者様側には不正決済のリスクがない、Buyee による購入サポート 

 

■Buyee Connect が定期的に開催する、企業様支援キャンペーン 

「Buyee Connect」では、海外のお客様の国際配送料を無料にするなど、越境 EC にチャレンジする企業様をサポートするキャ

ンペーンを定期的に開催しており、日本の企業の越境 EC での流通拡大に貢献できるように努めています。 

 

■Buyee Connect 導入・海外向けプロモーションをお考えの方のお問合せ先 
BeeCruise 株式会社（営業窓口・BEENOS グループ） 

https://beecruise.co.jp/infra/buyeeconnect/ 

［Buyee Connect のご紹介資料］ 

https://marketing.beecruise.co.jp/documents/document06 

 

 

 

【「ecforce」について】 
 

マーケティングからサプライチェーンまでコト、モノに関わる全ての人々の顧客体験を最大化する成長率 No.1 の EC プラットフ

ォームです。スタートアップ企業からエンタープライズ企業まで幅広い企業様が     導入しており、多くのメーカーの CVR・LTV

向上に貢献しています。 

 

詳細やお申し込みは下記リンクをご参照ください。 

https://ec-force.com/product/ecforce 

 

 

 

【越境 EC 支援サービス「Buyee Connect」について】 

「Buyee Connect」は、BEENOS グループの子会社である tenso 株式会社が提供するタグ設置のみで自社 EC サイト上に海外

専用カートを簡易に開設することができるサービスで、従来の「Buyee」よりも手軽に海外対応が可能です。初期費用、月額費

用ともに無償で提供しています。 

本連携では、海外のお客様がサイトにアクセスした際に、サイト上に海外専用カートが表示されます。お客様は、海外専用カー

ト上の表示言語を、日本語・英語・中国語（繁体字・簡体字）・インドネシア語・タイ語・韓国語・スペイン語・ドイツ語・ロシア語か

ら選択することができます。商品選定後、海外専用カートで注文へ進むボタンを押すと、Buyee 上で決済手続きをしていただく

ことにより、海外では主流の PayPal、Alipay、VISA、Master、JCB 等の国際ブランドクレジットカードや銀聯クレジットカードとい

った決済方法も利用することができます。さらに、Buyee が海外発送手続きや多言語でのお客様のお問合せサポートなどを行

います。これにより、海外のお客様は日本の EC サイト上で商品を選定できるようになるほか、日本の EC サイト事業者様の商

品登録の手間を軽減し、より簡易に海外対応を実現します。 

 

 

＜日本企業の海外販売を支援する「Buyee」 「言語」「決済」「物流」の 3 つの壁を解消＞ 
Buyee は、日本企業の越境 EC サポートサービスです。海外販売の障壁となる「言語」「決済」「物流」の問題を解消し、サービ

ス利用料も 0 円から対応可能です。Buyee を導入することで、一括で世界 118 ヶ国/地域に販売できます。さらに、2020 年より

新サービス「Buyee Connect」を提供開始し、タグ設置のみで自社の EC サイト上に海外専用カートを開設することができ、より

手軽に越境 EC がスタートできるようになりました。BEENOS グループは越境 EC 黎明期である 2008 年より海外転送サービス

である「転送コム」事業を開始し、海外発送オペレーションやグローバルなカスタマーサポートなど独自のノウハウを培ってまい

りました。海外への販売環境の構築に留まらずユーザー獲得や集客支援も提供しており、手厚い海外販売支援が評価され、

BEENOS グループ全体での国内企業の越境 EC 支援実績は累計 4,000 件以上に上ります。 
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 なお、海外のお客様からは、配送手段や決済手段が多様であること、北米やヨーロッパ、アジアへ向けた独自の物流サービ

スによる国際配送料の安さ、複数のサイトで購入した商品でも同梱できることなど高いサービスレベルが好評で、現在会員数

は 412 万人以上に上ります。（※1）さらに、出店企業と公式で連携していること、10 言語に及ぶカスタマー対応など安心のサポ

ート体制で、リピーターも多いサービスです。 

 
（※1）「Buyee」と越境 EC 関連サービス「転送コム（https://www.tenso.com/）」を合わせた数字、2022 年 9 月末現在 
 

 

 

 

【株式会社 SUPER STUDIO （URL：https://www.super-studio.jp/）】 

会社名       株式会社 SUPER STUDIO 

所在地  〒153-0064 東京都目黒区下目黒 2-23-18 目黒山手通ビル 8 階 

代表者  林 紘祐 

事業内容 D2C 支援企業として、ビッグデータ解析による世の中のニーズの抽出、商品開発、基幹システム「ecforce」の提供、

広告運用、生活者のもとへ商品を直接届けるところまで、全ての工程をワンストップで支援。      
資本金  6,571,220,000 円（資本準備金含む） 

 

 

 

【tenso 株式会社の概要】   

国内 EC サイトの海外販路拡大をサポートする tenso は、「転送コム」（海外転送サービス）、「Buyee」(購入サポートサービ

ス)などの海外販売を支援するサービスを展開しております。「転送コム」は EC サイトの代わりに海外発送オペレーション、多

言語カスタマーサポートを、「Buyee」ではそれに加えて翻訳、会員の決済サポートを行います。BEENOS グループ全体での国

内企業の越境 EC 支援実績は累計 4,000 件以上に上り、配送対象国は 118 ヶ国/地域です。海外消費者からは、配送手段、

決済手段が多様であることや、複数のサイトで購入した商品でも同梱できることなど、高いサービスレベルが評価され、会員数

は 412 万人以上となりました。 

 

(1)社名 ： tenso 株式会社        

(2)代表者： 代表取締役社長 直井 聖太 

(3)本店所在地 ： 東京都品川区北品川四丁目７番 35 号 

(4)設立年月 ： 2008 年 7 月 

(5)資本金： 100 百万円   

※BEENOS 株式会社（東証プライム：3328）の連結子会社です。  
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