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弁護士ドットコムが日本オプロと業務提携
- クラウド上で帳票作成から契約締結・保管までシームレスな契約作業を実現 日本初の Web 完結型クラウド契約サービス「クラウドサイン」を提供する弁護士ドットコム株式
会社（東証マザーズ 6027、東京都港区、代表：元榮 太一郎、以下弁護士ドットコム）は、マルチク
ラウド帳票サービス「OPROARTS Prime」を提供する日本オプロ株式会社（東京都港区、代表：里
見 一典、以下日本オプロ）と提携し、クラウド上で帳票作成から契約締結・保管までシームレスな
契約作業が可能となるサービスを提供いたします。
■

業務提携の背景
クラウドサインでは Web API を公開しており、導入企業が既に利用している社内稟議システムや

顧客管理システムなどと、本 Web API を利用し連携開発をすることでシームレスなサービスを実現
していました。
この度、日本オプロと提携することにより、導入企業が連携開発することなく、設定を変更するこ
とで帳票作成から契約締結・保管までのシームレスな連携作業が可能になります。
■

提携により可能になること
①

「Salesforce（セールスフォース・ドットコム社）」
、「kintone（サイボウズ社）
」、「既存シス
テムと CSV 連携」で、クラウドサインで行うことができる操作が可能となり、クラウドサイン
にログインすることなく契約締結・保管が可能になります。

② 「OPROARTS Prime」との連携により、
「Salesforce」
「kintone」
「既存システムと CSV 連携」
内の顧客情報および契約情報を元に、自動で帳票を作成し、当該帳票をシームレスに相手先に送
信することが可能になります。
③ 「kintone」
「Salesforce」
「既存システムと CSV 連携」上で契約書の期限設定および更新期限
を設定することが可能になり、契約書の期限が切れる前にアラート通知する機能が実装され、書
類管理の利便性を大幅に向上します。

■

提携のイメージ

■

サービスの詳細説明・デモンストレーションをご覧になりたい方
日本オプロと弁護士ドットコムは、2017 年 5 月 10 日(水)〜12 日(金)の 3 日間、東京ビッグサイ

トで開催されるクラウドコンピューティング EXPO（Japan IT Week 内）に出展し、日本オプロのブ
ースにて展示及びデモンストレーションを実施いたします。
イベント名

：クラウドコンピューティング EXPO（Japan IT Week 内）

日時

：2017 年 5 月 10 日(水)・11 日(木)

10:00〜18:00

2017 年 5 月 12 日(金)10:00〜17:00
会場

：東京ビッグサイト東 6 ホール
ブース番号【東 51-23】

イベントページ

：http://www.cloud-japan.jp/ja/Home_haru/

【クラウドサインについて】https://www.cloudsign.jp/
「クラウドサイン」は導入企業数 7,000 社、累計契約締結件数 70,000 件を突破し、日本国内におい
て順調に導入が進んでおりますが、顧客管理や帳票作成から契約管理まで幅広い機能を備える
「Salesforce」、「kintone」などと連携することにより、契約締結件数の多い大企業の高いニーズを
満たし、大企業を中心とした導入社数の更なる拡大を目指します。
【OPROARTS Prime について】https://micro.opro.net/D3W/
OPROARTS Prime は、Salesforce、 kintone、Office365 をはじめとした様々なクラウドサービス
と連携できるクラウド帳票サービスです。帳票作成だけにとどまらず、データ仕分け、配信、保管、
データ受け渡しなどのデータハンドリングを可能にする「ビジネスコミュニケーションプラットフォ
ーム」として機能を拡げていきます。

■

クラウドサインの今後の展開
今後は、導入企業数を拡大させるとともに、プロダクト面においても新機能を順次追加していく予

定です。
また、株式会社デジタルガレージ（東証一部 4819、本社：東京都渋谷区、代表取締役社⻑ 兼 グ
ループ CEO：林 郁）とその投資先であるブロックチェーン関連技術の開発を手がける Blockstream
社（本社：カナダ・モントリオール、President：Adam Back）と連携し、ブロックチェーン技術を
用いて所有権移転などの契約の自動執行を可能とし、従来の書面による契約締結実務をより効率化か
つ安全に進める技術「スマートコントラクト・システム」の開発を共同で検討開始してまいります。
当社では、本サービスをはじめとするリーガルテック領域への事業拡大を通じて、法律をより簡単
に活用できる社会を実現してまいります。
■

導入実績企業（一部抜粋）

野村證券株式会社（東京都中央区、代表：森田 敏夫）
株式会社クレディセゾン（東京都豊島区、代表：林野 宏）
株式会社インテリジェンス（東京都千代田区、代表：峯尾 太郎）
株式会社マイナビ（東京都千代田区、代表：中川 信行）
株式会社フルスピード（東京都渋谷区、代表：友松 功一）
株式会社クラウドワークス（東京都渋谷区、代表：吉田 浩一郎）
株式会社モバイルファクトリー（東京都品川区、代表：宮嶌 裕二）
株式会社はてな（東京都港区、代表：栗栖 義臣）
ベルフェイス株式会社（東京都渋谷区、代表：中島 一明）
トリプルグッド行政書士法人（大阪市北区、代表：岸川 久美子）
弁護士法人ファースト法律事務所（東京都港区、代表：藤井 総）
株式会社 SmartHR（東京都渋谷区、代表：宮田 昇始）
アソビュー株式会社（東京都渋谷区、代表：山野 智久）
株式会社ウェルクス（東京都墨田区、代表：三谷 卓也）
株式会社オックスコンサルティング（東京都港区、代表：原 康雄）
株式会社キャスター（東京都渋谷区、代表：中川 祥太）
株式会社 SCOUTER（東京都渋谷区、代表：中嶋 汰朗）
株式会社プレイド（東京都品川区、代表：倉橋 健太）
株式会社 BearTail（東京都千代田区、代表：⿊﨑 賢一）
株式会社リアルキャリア（東京都港区、代表：田口 直樹）
株式会社リブ（東京都渋谷区、代表：松本 洋介）
スマートキャンプ株式会社（東京都港区、代表：古橋 智史）
LIFE STYLE 株式会社（東京都港区、代表：永田 雅裕）

弁護士ドットコム株式会社について

https://corporate.bengo4.com

本社

｜ 東京都港区六本木四丁目１番４号

設立日

｜ 2005 年 7 月 4 日

資本金

｜ 422 百万円（2017 年４月現在）

代表者

｜ 代表取締役社⻑ 兼 CEO

上場市場

｜ 東京証券取引所マザーズ市場

事業内容

｜「専門家をもっと身近に」を理念として、人々と専門家をつなぐポータルサイト「弁護士ドットコム」
「ビジネスロ

元榮 太一郎（弁護士）

イヤーズ」
「税理士ドットコム」
、Web 完結型クラウド契約サービス「クラウドサイン」を提供。
受賞実績

｜「デロイト 2016 アジア太平洋地域テクノロジーFast500」ノミネート
「第 14 回 日本テクノロジーFast50」７位受賞
「SoftBank World Challenge 2016」最優秀賞受賞
「働きがいのある会社ランキング 2016」ベストカンパニー受賞
「IBM Watson 日本語版 ハッカソン」IBM 賞受賞
「IVS 2015 Fall Launch Pad」3 位入賞
「デロイト 2015 アジア太平洋地域テクノロジーFast500」ノミネート
「バイエル ライフ イノベーション アワード 2015」独創特別賞受賞
「働きがいのある会社ランキング 2015」ベストカンパニー受賞
「EY Entrepreneur Of The Year 2014 Japan」ファイナリスト選出
「Japan Venture Awards 2013」ニュービジネスモデル特別賞 （主催：経済産業省）
「次世代を創る 30 代経営者 50 名」選出（ビジネス専門情報誌「ビジネスチャンス」2012 年 8 月号）
「アエラが選ぶ日本を立て直す 100 人」選出（政治・経済週刊誌「AERA」2012 年 1・2 合併特大号）
「ドリームゲートアワード 2007 ノミネート 30」受賞
「大前研一のアタッカーズ・ビジネススクール」第 19 期事業計画コンテスト優勝

本件におけるお問合せ先
弁護士ドットコム株式会社

IR 担当

澤田 将興

所在地｜〒106-0032 東京都港区六本木四丁目１番４号
T E L ｜03-5549-2854
F A X ｜03-5549-2565
E-Mail｜info-press@bengo4.com

