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オープンテキストの「OpenText TeamSite」が 

国内 CMS市場-金融業において昨年に続きシェア 1位を獲得 
 

EIM（エンタープライズ情報管理）ソリューションのグローバルリーダーである、OpenText（NASDAQ：OTEX、

TSX：OTEX、日本法人：東京都千代田区、代表取締役社長：反町浩一郎、以下オープンテキスト）は本

日、独立系 IT コンサルティング・調査会社である株式会社アイ・ティ・アール（所在地：東京都新宿区、代表取

締役：三浦元裕、以下 ITR）が 2019 年 6 月に発行した、日本国内における調査報告書「ITR Market 

View：EC サイト構築／CMS／SMS 送信サービス／電子契約サービス市場 2019」の中で、同社の Web コン

テンツ管理ソリューションである「OpenText TeamSite」が、金融業における CMS市場の 2016～2018年度予

測においてシェア 1位を獲得したことを発表しました。 

 

本調査は、2019年 1月 18日～2019年 4月 4日の間、ITRのアナリストによるベンダーへのインタビュー調査、

プレスリリース、財務諸表など公開情報、ITRが保有する情報を活用し、その結果を総合的かつ客観的に調査・分

析し、まとめられたものです。 

 

オープンテキスト株式会社 代表取締役社長 反町浩一郎は次のように述べています。「当社の OpenText 

TeamSite が規制やセキュリティに特に厳しい金融業における CMS 市場で、昨年に引き続き 1 位を獲得したこと

を大変光栄に思います。OpenText TeamSite は、あらゆるチャネルを通じて、パーソナライズ化された最適なデジ

タルエクスペリエンスを提供することで、競争力を強化できるよう企業の皆様のマーケティング・ブランディング戦略を支



援します。バージョンアップのサイクルも早め、モバイルサポートやセキュリティの強化、クラウド対応の機能拡張を行う

など、使いやすさを追求しています。今後も金融業や他の業界においても安心してご利用いただける、オムニチャネル

時代に最適な CMS ソリューションを提供していきます。」 

 

OpenText TeamSite の詳細 URL： 

https://www.opentext.jp/products-and-solutions/products/customer-experience-

management/web-content-management/opentext-teamsite 

 

■オープンテキストについて 

オープンテキストは、ビジネスの洞察力を高めるエンタープライズ情報管理（EIM）ソリューションの

リーディングカンパニーです（グローバル本社：加オンタリオ州ウォータールー）。コンテンツ管理を

はじめ、プロセス自動化／ケース管理、クラウド EDI／FAX サービス、ビッグデータ分析／可視化、

Web コンテンツ最適化／デジタル資産管理、エンドポイントセキュリティ／内部フォレンジックなど、

お客様へ最適なソリューションを提供しています。 

オープンテキスト株式会社ウェブサイト https://www.opentext.jp 

 

＜本件に関するお問合せ先＞ 

OpenText グループ／オープンテキスト株式会社 マーケティング部 柳沢・竹ノ内 

TEL: 03-4560-7705 

Email: otj-pr@opentext.com 

 

OpenText グループ／オープンテキスト株式会社 広報代理 

ホフマン ジャパン株式会社 藤本・松田・田中 

TEL: 03-5159-5750 

Email: OpenTextJP@hoffman.com 

 

Certain statements in this press release may contain words considered forward-looking statements or information 

under applicable securities laws. These statements are based on OpenText's current expectations, estimates, forecasts 

and projections about the operating environment, economies and markets in which the company operates. These 

statements are subject to important assumptions, risks and uncertainties that are difficult to predict, and the actual 

outcome may be materially different. OpenText's assumptions, although considered reasonable by the company at the 

date of this press release, may prove to be inaccurate and consequently its actual results could differ materially from 

the expectations set out herein. For additional information with respect to risks and other factors which could occur, 

see OpenText's Annual Report on Form 10-K, Quarterly Reports on Form 10-Q and other securities filings with the SEC 

and other securities regulators. Unless otherwise required by applicable securities laws, OpenText disclaims any 

intention or obligations to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, 

future events or otherwise. 

 

Copyright © 2019 Open Text. All rights reserved. OpenText is a trademark or registered trademark of Open Text. The 

list of trademarks is not exhaustive of other trademarks. Registered trademarks, product names, company names, 

brands and service names mentioned herein are property of Open Text or other respective owners. 
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