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会社概要

会社名：Opn 株式会社（オープン株式会社） 

代表者：長谷川 潤（はせがわ じゅん） 

創業：2020年3月 

所在地：〒104-0031 東京都中央区京橋3-1-1 
　　　　東京スクエアガーデン12階 

活動拠点：タイ、日本、ブルガリア 

資本金：2億5010万円 

グループ資本金：約110億円 

社員数：100+人(2021年8月時点)*全活動拠点含む

決済サービス事業
日本および東南アジア
で企業のFintech化をサ
ポートするDX促進事業
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沿革

2013年のomise創業以来、急成長を続ける。 
現在はSYNQAグループとしてアジアを 
代表するフィンテック企業に。
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Visionと事業について



Vision

Open finance  
access for “Everyone”

Opnは、Open finance access for “Everyone”　　　　
(すべての人と金融テクノロジーを繋げる) 

というビジョンの基、直近ではEmbedded 
Finance　領域でアジアNo.1の企業になるために　
事業を展開しています。



Opnは、これから20兆円以上の規模への成長が期待
されるEmbedded Finance市場でアジアをリードする
会社です。 

Embedded Financeとは、「埋込み型の金融テクノロ
ジー」のこと。あらゆるサービス、プロダクトが金
融機能を埋め込むことで新たな価値を生み出しま
す。 

すでに世界中で、Apple PayやWeChat Pay、Uber 
Moneyなどの大手企業のプロダクトに金融サービス
が埋め込まれています。 

日本国内でもOpnが開発しているTOYOTA独自の
eWallet 「TOYOTA Wallet」など、大手企業が独自の
金融サービスを提供し始めています。

https://unsplash.com/photos/PhYq704ffdA?
utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content
=creditShareLink

FinTechの最新領域 
「Embedded Finance」で 
アジアNo.1へ



Opnが実現する社会

Embedded Financeで生活がどう変わるのか？

Embedded Financeは、これまで金融テクノロジーと関係
がなかった事業領域との組み合わせで、世の中に新しい価
値を生み出します。 

例えば、学習塾が生徒の進学、就職データなどとFinTech
を組み合わせることで、将来活躍する可能性が高い生徒を
対象に奨学金を貸し付けるといったサービスが生まれるか
もしれません。 

また、外国籍の人々を受け入れている企業がEmbedded 
Financeを進めることで過去の就労データを基にその人の
信用をスコア化し、従来保証人なしでは難しかった不動産
契約を、企業が保証人代わりになり行うといったことも可
能になるかもしれません。

こういった、企業が溜め込んでいる個人の信用データを基
にして、送金や融資を行うといったことも、企業が保有し
ているデータとFinTech機能を組み合わせたEmbedded 
Financeだからこそできることです。



挑戦する市場

急成長する東南アジアにフォーカス
①国内FinTechのガラパゴス化  

Embedded Financeが拡大する海外に比べて、電子決済な
どの既存システムを単純に導入するケースが多く、
FinTech機能とサービス自体が分離する傾向が一般化して
おり、国内基準のサービスは世界では浸透しにくい点や、
市場開拓の難易度も大きいことが問題として挙げられま
す。

②東南アジアではEmbedded Financeが急拡大 

WeChat Payやアリペイなどのサービスの拡大により、東南
アジアではEmbedded Financeが市場に浸透しています。
また、日本国内に比べて圧倒的に大きな市場があり、東南
アジアを挑戦の舞台にすることは、最終的な事業規模が数
十倍にもなるメリットがあります。

Opnは日本国内はもちろんですが、メインの市場を東南ア
ジアに定めて事業展開を行っています。

＜東南アジアにフォーカスする理由＞

https://unsplash.com/photos/FVyzpyuoXek?
utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditShareLink



Opn.Mint

NFTを誰でも簡単に自身のサイトで販売・発行ができる
『Opn.Mint』を開発し、β版の提供を開始しています。 

Blockchainの複雑な開発・導入の知識を一切必要とせず、ユーザー
も自社サイトから離脱する事なくNFTの購入が可能です。 

＜Opn.Mint 活用事例＞ 

• 自社サイトやマーケットプレイスでNFTアートや音楽の売買や
交換  

• オンラインゲームで使われるキャラクターやアイテムをNFT化
し、売買や交換 

• ハイブランドやラグジュアリーアイテムをNFT化する事によ
り、アイテムの真贋を簡単な操作、安全性の高い認証 で保証が
可能 

• 不動産・保険などの契約や権利のNFT化



画像はTOYOTA Walletより引用

タイでのTOYOTA Wallet展開をサポート

OpnはTOYOTAと協業し、キャッシュレス決済アプリ「TOYOTA 
Wallet」をグローバルにサポートしています。 

2020には、タイでサービスをローンチしました。 

タイ国内のローカルパートナーとして、タイ国サイアム商業銀行
(SCB)とアカウントID連携を行い、ユーザーはTOYOTA関連サービ
スやその他の支払いをシームレスに行うことができます。 

Opnは、TOYOTA Walletの機能のローカライズや、SCBのデータ
との繋ぎこみシステムの開発など、全面的な開発を担当しまし
た。

事例紹介

https://toyota-wallet.tlt.co.th/indexEN.html
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組織について



メンバー構成

人数比率

職種分布

国籍

使用言語

• 日本 

• タイ 

• ブルガリア

拠点毎のローカル言語に加えて、全社、他拠点との 

コミュニケーションは英語を使用。

• 中国 

• イギリス 

• フィリピン 

他　合計13カ国
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CEOについて
祖父一家は日本で2つの大学創設に携わり、父親は広告代理店業、母親は輸出
入業という起業家一家に育つ。高校ではエンジニアリングを学び卒業後に渡米
しさらにコンピューターへの理解を深め、帰国後に日本においてエンジニア・
デザイン業に従事する。 

2009年に初めてのスタートアップであるLIFEmeeの立上げに参画し、シリコ
ンバレーTehcrunch 50にてピッチコンテストでファイナリストに選ばれる。
2011年にLIFEmeeを閉じ、その後いくつかのモバイルアプリを立上げ、2013
年にタイに移住し、東南アジアに特化した決済プラットフォーム　Omise 
Paymentを起業。2015年にはBlockchainで世界に2番目に大きなネットワーク
であるイーサリアム財団のボードアドバイザリーとして参画。 

その後、2017年にイーサリアムを拡張する高速ブロックチェーンネットワー
クであるOmiseGOを立上げ、一時トークンの価値は世界で第6位（4000億
円）に。2018年には、 

イーサリアム財団と共に米スタンフォード大学にブロックチェーン研究施設を
設立。

FOUNDER・GROUP CEO 

長谷川　潤 

JUN HASEGAWA
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Business Sideについて

EVP of Business Operations 

Yasu Masahiro 

京都大学工学部電気電子工学科にて核融合の研究
を専攻。2011年株式会社リクルートに入社。転職
メディアの商品企画やHRTech領域の新規事業開発
をはじめ、自然言語解析や機械学習領域の事業開
発を担当する。 2017年9月ブロックチェーンを用
いたALISを立ち上げるため国内初の規模でICOを実
施し、4.3億円を調達する。2021年1月ブロック
チェーンの知見を活かしOpen Finance Access for 
Everyoneの実現のためOpn株式会社へ参画。

フラットな環境でメンバーの知見を最大限に活かす 

Opnのビジネスサイドの組織に求められていることは、大きく2つあります。 

1つは一般的なスタートアップのように、リーンなサービス開発によってPMF(プロ
ダクトマーケットフィット)へ早く近づけること、もう1つは金融という事業領域特
有の規制や既存ルールを乗り越えるために、アライアンスや時には省庁とのコミュ
ニケーションを行うなど、これまで世の中になかったような大胆な仕掛けを行うこ
とです。 

そのために大事にしていることは、常に「ユーザーの課題をどう変えていくかとい
うことにこだわっていく」こと、そしてメンバーの知見を集めて大きな課題を解決
するために上下関係のないフラットな環境を作ることです。 

ビジネスサイドには、国際色豊かなメンバーが所属していて、彼らの持っている知
見や価値観、バックボーンには課題解決のヒントが埋まっています。 

どんな立場のメンバーの意見でもフラットに取り入れること、それによって事業を
より早く、より遠くまで進めようと考えています。



事業インパクトから逆算できる開発チーム 

Opnの開発組織は、ビジネスとテクノロジーのバランスがとれたチームを目指して
います。エンジニア目線でのプロダクトへのアプローチや技術水準の高さを求める
ことはもちろんですが、それが事業にどのようなインパクトをもたらすのかという
ことを最優先で考えることを常に意識しています。 

現在は、Generalization(一般化)というコンセプトで、組織内の誰が開発しても同じ
品質、同じスピードで効率的に開発できる仕組みを作っています。 

具体的には、複数回開発するような機能はすべて共通コンポーネント化して、実際
の開発ではそれらを組み合わせることで、なるべく同じコードを書くことがないよ
うにしています。 

技術的には、Goを活用したモダンな技術スタック、世界水準のブロックチェーン　
技術などの特徴がありますが、何よりも事業へのインパクトから逆算して技術を扱
える、そんなチームでありたいと考えています。

Chief Technology Officer 

Takeaki Mizuno 

9歳からプログラミングをはじめる。東大大学院を
卒業後、出版会社にシステムエンジニアとして就
職。その後ナレッジコミュニティサービス、検索
エンジン大手企業の参画を経て、DeNAへ入社。 
DeNAでは中国・パキスタン・ベトナムでの海外事
業にマネジメントとしてチームを束ね、様々なプ
ロジェクトに従事。 
2020年7月からOpnのCTOとして就任。

Engineering Teamについて



Opnでの働き方 

私は上海の出身で、2010年から東京で働いています。Opnに入社してからは、バック
エンド開発をメインで担当していますが、将来的にはPdMとして働きたいと考えている
ので、プロダクトやプロジェクトの進め方について学びながら開発にあたっています。 

チームは雰囲気が良くて、隔週で勉強会を開催したりと、業務もそれ以外の時間も活発
にコミュニケーションをとっています。 

私自身は、英語が母語ではないので、タイのメンバーとのやりとりなどを通して、ビジ
ネスや開発の実務で必要な英語を学べることはとても助かっています。

Opnの魅力 

経験が浅くても声をあげたら任せてもらえることはOpnの魅力ですね。私も現在1つの
プロジェクトをマネジメントしていますが、周りのメンバーも熱心にフィードバックし
てくれるので自分自身の課題が見えて、成長している実感が持てています。 

また、代表のJunさんやCOOのSoonheeさんの熱意が強く、スタートアップですが会社
の方向性はとても明確です。その影響かもしれないですが、メンバーも明るく風通しよ
く業務にあたっていると感じます。私自身もこの会社の中でキャリアアップしていきた
いと自然に感じられる、そんな環境が一番の魅力だと感じています。

Peiyu Shi (Backend Engineer) 

2010年高卒後に来日し、大学で経営学とIT情報学
を学び、卒業後アパレルと飲食店で店長代理、店
長として店舗経営に携わる。2019年7月に未経験
エンジニアとして、IT業界を進入し、Pythonによ
るバックエンドの研修を受け、企業組織再編のた
め、2020年5月にOpnに移籍。現在はバックエン
ドエンジニアとして、サーバ＆DBの構築、システ
ムの開発と運用を担当し、日々学びながら奮闘
中。

Why Opn？　



Why Opn？
今の仕事とやりがい 

UIUXデザイナーとしてプロジェクトのリードのデザイナーとしてデザイン全般をして
ます。 
モバイルのアプリでの決済だとか色んなシーンで利用するところを設計からデザインま
でを見てます。 
ユーザーがどういうシーンでアプリを使って、どうしたら使いやすいかと考えながら
作っているのですが、全員にとって完璧なものって作るのは難しくて、開発とのスケ
ジュールやクライアントの要望、そもそもターゲットユーザーに求められている事なの
か等うまくバランスを取りながら、優先度と取捨選択しながら、一番ちょうどいいとこ
ろを見つけていくのが難しいところですね。

今後のキャリアパス 

日本とタイでデザインが全く同じものは難しいと思うのですが、他の国のデザインも
もっと勉強していきたいですし、そこで共通化できるところ、逆に共通化できなところ
を理解し、それぞれに最適なものを考えることができるようにしたいです。また、今後
はもっと英語を学び、タイや他国のチームとより深く仕事をできればと思ってます。

Kei Kondo (Design Team Manager) 

東京芸術大学大学院にて現代美術を専攻。活動を伝
えるために触れたWebの世界に魅了され、修了後は
デザインや企画、クリエイティブディレクションな
どに携わる。 
2019年にサイバーエージェントのグループ企業か
らスタートアップの世界に飛び込み、2020年3月に
Opnに参加。UI/UXチームのリードとして日本のプ
ロジェクトのデザインを担当する。



働く環境について
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Proactive Go beyond Professional 

Our Solutionsカルチャー・制度

Value (大切にする価値観)

自ら考え、動く。落ちているボー
ルに気付き拾って適切な対応をと
る。不確実性を楽しむ心と柔軟性
を持ち合わせる。

働いているエリアでの特化した専
門的知識やスキルを持ち合わせ、
常にその知識やスキルを磨く努力
を惜しまない。

周囲を巻き込み一人では成し遂げ
られないことを達成し、常に良い
結果を追い求める。昨日の自分を
乗り越える成長意欲を持ってい
る。



カルチャー・制度

コミュニケーション

日本国内のオフィス、またはフルリモートワーク
で海外のメンバーとコミュニケーションを取りな
がら働いています。 

日本国内では英語と日本語、海外とのコミュニ
ケーションでは英語が公用語となっています。 

英語が第2言語のメンバーが多いため、英語力に
自信がない方もビジネスでの英語力を習得するに
は最適な環境です

Slackでもタイ拠点のメンバーとは英語でコミュニケーション



福利厚生

• フレックスタイム（コアタイム12時~16時） 

• 書籍購入サポート 

• 英語学習サポート 

• 社内勉強会 

• 完全週休2日制、祝日、年末年始、夏期休暇 

• 各種社会保険完備 

• 交通費実費支給 

• リモートワークOK

• 副業可 

• 産休・育休 

• 入社特典あり

https://unsplash.com/photos/C3V88BOoRoM?
utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_c
ontent=creditShareLink



Golang

Webpack

WebView

Jest

EC2

Kubernetes

RDS

Redis

EKS

PostgreSQL

Auora

Docker

Github

Honeybadger

Jira

Bitrise

AWS CodePipeline

Programming Languages 
and Framework

Backend Development /  
Supporting Tools

Design Tools

Figma

Photoshop

ProtoPie

Zeplin

Illustrator
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採用選考フロー



選考フロー

書類選考

応募いただいた書類を拝見し、
該当ポジションで求めるスキル
や経験とのフィットを人事チー
ムにて確認させていただきま
す。 

一次面接

該当ポジションの部門トップが
一次面接を担当させていただき
ます。応募者の方のご経験をお
伺いすると共に、業務内容や役
割、カルチャー、はたらく環境
についての相互理解を深めま
す。 

※ポジションによってはコーディング
テストがあります。

最終面接

該当ポジション部門における、
一次面接とは別のメンバーとお
会いいただき、双方が入社後に
一緒にはたらくイメージが持て
るかの確認をいたします。 

※ポジションや職種によっては選考の
回数・順番の入れ替えの可能性がござ
います。

※選考は全てオンラインです。



金融サービスを利用できない世界17億人が、 

公平かつオープンにデジタル経済圏へ 

アクセスでき、豊かな経済的機会を 

享受できる社会を一緒に創りませんか。

ご興味持っていただけた方は 
下記採用サイトから是非ご応募ください。

https://opn.breezy.hr/?
&location=Tokyo%2C%20JP#positions

https://opn.breezy.hr/?&location=Tokyo%2C%20JP#positions
https://opn.breezy.hr/?&location=Tokyo%2C%20JP#positions

