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RPA BANK が、クラウド会計ソフト・人事労務 freee に
活用可能な 15 業務の RPA ロボット提供を開始
国内初の RPA ロボット流通プラットフォーム
「RPA BANK マーケットプレイス（α 版）」で、ダウンロードが可能に
RPA ホールディングス株式会社（本社:東京都港区 代表取締役:高橋 知道、以下 RPA ホールデ
ィングス）子会社で、RPA 総合プラットフォームメディアを運営する「RPA BANK」
（運営元：株
式会社セグメント、東京都港区、代表取締役社長：石井 岳之）は、国内初となる RPA ロボットを
オンライン上で売買できるマーケットプレイス（注）「RPA BANK マーケットプレイス（α 版）」
の開設（2018 年 7 月 4 日）に伴い、freee 株式会社（東京都品川区、代表取締役：佐々木 大輔）
が提供する「クラウド会計ソフト freee」、
「人事労務 freee」に活用可能な RPA ロボットのテンプ
レート（15 業務）の提供を同マーケットプレイスにて開始することをお知らせいたします。
（注）マーケットプレイスとは、インターネット上に存在する物の売り手と買い手が自由に参加できる取引市場です

■ 労働人口の減少など日本の社会課題の解決に貢献するソリューションとして注目を集める RPA
RPA は「Robotic Process Automation」の略で、
「ソフトウエアロボットによる業務自動化」を指し
ます。利用者が処理手順を登録するだけで、ソフトウエアロボットが入力、登録、検索、抽出、集
計、加工、データチェックなどの単純な事務作業や膨大な書類業務などを人間に代わって自動的に
処理します。業務の効率化、迅速化、コスト削減を実現につながるため、労働人口の減少など日本
の社会課題の解決に貢献するソリューションとして注目を集めています。
■ テンプレート化された RPA ロボットに対するニーズに応えるマーケットプレイスの誕生
一方で、RPA の取組みをはじめて間もない企業・団体からは、
「業務のどこからどこまでをロボット
化すれば良いのか分からない」
、
「ロボット化したい業務はあるもののどのようなロボットを作れば
良いのか分からない」といった声が少なくありません。そこで RPA 専門プラットフォームメディア
として国内最大規模となる「RPA BANK」が、RPA の更なる普及と促進を目的に「RPA BANK マーケ
ットプレイス（α 版）
」を新たに開設いたしました。
「RPA BANK マーケットプレイス（α 版）
」では、RPA の導入に取り組む法人・個人と、ロボット
テンプレートを保有あるいは開発に従事する法人・個人をつなぐことが可能になります。
■ freee は RPA ロボのテンプレートを 15 業務で提供開始
今回のマーケットプレイス開設に伴い、
「クラウド会計ソフト freee」、
「人事労務 freee」に活用可
能な RPA ロボットのテンプレート（15 業務）をダウンロードしていただけることが可能になりま
す。

RPA ロボット無料提供キャンペーン先行予約受付（お申し込み期限：8 月 3 日（金）まで）
先行予約受付サイト：https://marketplace.rpa-bank.com/index.php
※8 月 6 日（月）より先行お申し込みいただいた方に、順次 RPA ロボットを進呈致します。
＜無料キャンペーンでご提供する RPA ロボット 15 業務の詳細＞
※ご提供予定の RPA ロボットにつきましては、内容が変更することがございます。
予めご了承ください。
1）承認期日超過ロボット（会計）
2）売掛金回収_督促コメントロボット（会計）
3）売掛金回収_督促メールロボット（会計）
4）入出金マッチングロボット（会計）
5）取引データインポートロボット（会計）
6）入出金明細消し込みロボット（会計）
7）経費一括承認ロボット（会計）
8）試算表のダウンロードおよび関係者への定期送付ロボット（会計）
9）部門間 PL 比較ロボット（会計）
10）支払い通知書作成ロボット（会計）
11）口座登録ロボット（会計）
12）銀行名変更ロボット（会計）
13）経費申請情報メール通知ロボット（会計）
14）給与データの直接編集ロボット（人事労務）
15）勤怠打刻修正ロボット（人事労務）

■ freee×RPA ロボットの開発支援サポートも合わせて開始
今回提供開始する 15 業務のテンプレートに加え、各企業のニーズに合わせた RPA ロボットの開発
をサポートすることを目的として、株式会社 MAIA（注 1）
（東京都港区、代表取締役社長：月田 有
香）の「RPA 女子プロジェクト」
（注 2）との連携も開始します。
RPA BANK は、RPA 普及促進、そして定着を目的に、RPA に取り組む皆さまの業務ニーズに合わせて
RPA ロボットを柔軟に選択・利用できるプラットフォームの構築・提供に尽力してまいります。
注 1：国内で高いシェアを誇り導入実績を持つ RPA ツール「BizRobo!Basic」を教材に使用した
RPA 研修プラットフォーム「RPA ラーニング for Business」
注 2：RPA スキルを身に着けた女性をマッチングすることで、子育て・家族の転勤・介護等女性の
復職を支援する「RPA 女子プロジェクト」を 2018 年 5 月 7 日(月)より開始
（https://www.maia.co.jp/rpa-women）

■ 「RPA BANK」運営企業について
RPA BANK は、
「人間とロボットが楽しく協働する世界の実現」をビジョンに掲げ、RPA の実践に必
要な情報、ロボットの開発と運用に必要なスキルの習得の場、RPA に関わる皆さまが持つ課題や悩
みの共有可能なコミュニティの場を提供するプラットフォームメディアです。
会社名

：株式会社セグメント（SEGMENT, Inc.）
RPA ホールディングス株式会社（東証マザーズ証券コード 6572）の
100%子会社

代表者

：代表取締役社長 石井 岳之

資本金
所在地

：3,000 万円
：東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 13F

■ freee 株式会社について
新ミッション「スモールビジネスを、世界の主役に。」を掲げ、スモールビジネスのバックオフィ
ス業務の効率化・自動化に尽力。有効事業所数 100 万超の「クラウド会計ソフト freee」はじめ、
「人事労務 freee」
、
「会社設立 freee」等を提供。ビジネスの始まりから成長期までをサポートし
ます。
会社名
：freee 株式会社（登記名：フリー株式会社）
代表者
：代表取締役 佐々木大輔
設立
：2012 年 7 月 9 日
資本金
：96 億 603 万円（資本準備金等含む）
所在地
：東京都品川区西五反田 2-8-1 ファーストビル 9F
＜提供サービス＞
「クラウド会計ソフト freee」
https://www.freee.co.jp
「人事労務 freee」
https://www.freee.co.jp/hr
「マイナンバー管理 freee」
https://www.freee.co.jp/my-number

「会社設立 freee」
「開業 freee」
「クラウド申告 freee」
「freee カード」
「freee Developers Community」
「経営ハッカー」
「パラキャリ」

https://www.freee.co.jp/launch/
https://www.freee.co.jp/kaigyou
https://www.freee.co.jp/advisor/tax-return/
https://www.freee.co.jp/card
https://developer.freee.co.jp/
https://keiei.freee.co.jp/
https://parallelcareer.freee.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】
RPA BANK「RPA BANK マーケットプレイス」担当
TEL:03-3560-6690 MAIL：info@segment.co.jp

