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グループ会社のSYNQAは2013年創業以降、急成長を続け、東南アジアを代表するフィ
ンテック企業に、Opn株式会社はループ会社の成長を更に牽引する子会社として2020
年に設立。

SYNQA資本金：日本円約110億円（USD 約$102M）

SYNQAグループの成長とOpn設立の軌跡



SYNQA創業者・グループCEO

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。

長谷川潤
JUN HASEGAWA

Designer
Engineer
Product



起業家ランキングで3年連続TOP10入りを果たす

2020

2019

2018

グループ会社としてForbes JAPANが毎年

発表する「日本の起業家ランキング」にお

いて、2018年から3年連続でTOP10入りを果

たす。

Forbes JAPAN「日本の起業家ランキング」
「グローバルで活躍できるか」「時価総額1000億円を超えられるか」「成功への
時間軸を重視した事業の実績・成長性」「経営者・経営チームの成熟度」
「社会課題解決に取り組んでいるか」の5点を基準に選定。

https://forbesjapan.com/feature/startup

https://forbesjapan.com/feature/startup
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2018, 2019

GLOBAL TOP FINTECH 100

世界においてフィンテック
イノベーター企業として
認められた唯一の日本企業

世界で最も成功しているグローバ
ルフィンテックイノベーター
”FINTECH100” に日本企業で唯一
選出された（2年連続）。



「世界を動かす日本人トップ50」として
選出された。

日経ビジネス



SYNQAグループの組織構成とOpnの位置付け⓵

決済サービス事業：

急成長中のデジタル決済分野において、

すでに世界中の何千もの加盟店・企業向

けに決済機能をワンストップで導入でき

るサービスを提供。

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：

金融サービスとブロックチェーン技術を横断

したカスタマイズソリューションをエンドツ

ーエンドで構築・提供する専門家集団。

資本、戦略、人材育成、戦略的パートナー
シップなど、子会社に必要な資源を提供し、
グループ会社間のシナジーと、グローバル
エコシステムを加速させるグループ基盤。



SYNQAグループは、非テクノロジー

企業をテクノロジー + Fintech企業へ

と進化させるためのデジタル・

Fintechプラットフォームを提供して

います。その中、Opnは企業向けの

DX（デジタルトランスフォーメーシ

ョン）の導入を支援・推進する専門集

団です。

SYNQAグループの組織構成とOpnの位置付け⓶



【現実】世界では17億人が銀行口座を持っていない

人口1.2億人、金融機関口座保有率（15歳以上）が9７％を超える日本に対して、世界では17億人もの

成人がいまだに銀行口座を持ってないために、金融サービスが受けられない人がたくさんいます。

https://www.boj.or.jp/announcements/release_2018/rel180314b.pdf
Souces: https://ufa.worldbank.org/en/ufa

17億人

グローバルで銀行口座を
持っていない成人

1.2億人

日本の人口

https://www.stat.go.jp/data/jinsui/new.html

https://www.boj.or.jp/announcements/release_2018/rel180314b.pdf
https://ufa.worldbank.org/en/ufa
https://www.stat.go.jp/data/jinsui/new.html


Unify people, business and society, 
by  accelerating financial inclusion 
through technology.
世の中の人全てが公平でアクセス可能な金融

テクノロジーを広め、人・ビジネス・社会を

ひとつにすること。

私たちはテクノロジーを用いて、人・ビジネス・社会が公

平かつオープンにアクセスすることができる金融経済社会

の発展に貢献します。企業のFintech 化の促進をサポートす

る事で、エンドユーザーである人々の生活をより豊かにする

事がOpnの使命です。従来のインフラを便利で安全であるオ

ープンなインフラへと昇華させることで、全ての人がよりア

クセスしやすい金融社会の構築を目指します。

Opnの使命
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Fintech化する多くの海外企業

海外では、デジタルトランスフォーメーション(DX)により、多くの企業がテクノロジー企業へと進化しようとし

ています。既存のテクノロジー企業は一歩先を行っており、その差はますます広がっています。

従来の
ビジネス

トラディショナル
ビジネス

デジタルトランスフォーム

（Platform）

DX

3~5年

テクノロジー企業 テクノロジー企業

Fintech

Fintech化

1~2年

Uberマネーを開発し、ドライバーがリアルタイムで給与の受け取りをできるよ

うになり、クレジット・デビットカード発行により、

その受取った給与を引き出す事なく支払いに利用できる様に。

Grab payをSuper Appへ進化させ、デジタルバンクへと大きな一歩

を踏み出している。

一例

Citibank等のトラディッショナルバンクとのパートナーシップによりチ

ェックアカウント等の銀行サービスを開始。

Libra associationの立ち上げ

Fintech化するグローバルテクノロジー企業

10億人のユーザを持ち、一日に1,000億円以上の決済額を持つ

デジタル世界におけるメガバンクの台頭へ。

非テクノロジー企業

テクノロジー企業



エンタープライズ企業によく見られる問題

複雑な組織構成が、そのまま複雑なシステムレイヤーに反映されてしまう事が多々あります。

1. 小さなシステム変更にも膨大が時間と費用を要する。

2. どのシステムがどの機能を持っているかの情報が共有されていない。

3. 多数のベンダー関与によりシステムの差異が生まれている。

結果として、システムコストばかりが膨らみ、抜本的な効率化が進まない

本社

子会社 子会社 システム 01

ベンダー01システム 02システム 03

ベンダー02ベンダー03ベンダー04



既存ビジネスを飛躍させるソリューションを提供

Opnは、デジタル・Fintechプラットフォームのスペシャリストであり、非テクノロジー企業をテクノロジー

＋Fintech企業へと進化させる技術を持っています。

従来型
ビジネス

従来型
ビジネス

デジタルトランスフォーム

（Platform）

DX

3~5年

従来型ビジネス
従来型+

テクノロジー企業

Fintech

DX +Fintech化

1~2年

従来

弊社ソリューション

既存システム 既存システム 新規システム

APIs プラットフォーム

APIs プラットフォーム

弊社Fintech APIs プラットフォーム

テクノロジーで企業進化を加速させる

既存システムを弊社オープンAPIsのノウハウでプラットフォーム化、

さらに弊社の金融プラットフォームとの接続により、迅速なDX + Fintech
化を実現します。



1. システムの共通化・ドキュメント化を行い、社内外でもアクセス可能になります。

2. システムアップデートも迅速かつ、容易になります。

3. プラットフォーム化により中期・長期的に費用対効率の改善が実現できます。

4. 新たなビジネス創出が可能となります。 本社

子会社 子会社

システム 01 システム 02 システム 03

Platform
データ

エンタープライズ企業だからこそ実現できるプラットフォーム化

Opnはエンタープライズ企業様が持つ巨大なエコシステムをプラットフォーム化することにより効率化を実現します。

（グローバル・コストリダクション・セキュア）

新たな

ビジネスの創出





どんな企業でも簡単に導入できるEwallet ソリューション

OpnはEwallet のソリューションを提供していま

す。どんな企業でも簡単にEwallet を導入でき、

事業の幅を広げられます。





Opnの

コアバリュー

プロフェッショナル

である

常により良い結果を

追い求める

自ら考え、動く
Proactive

Value (大切にする価値観)

Go 
beyond Professional



Opn社員紹介



Voice of CTO

Takaaki Mizuno (CTO)

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。

Opnに入社したきっかけ

仕事の中で大切にしていること

Opn だからできること

Junさん(CEO)が獲得してくるとんでもなくデカいエンタープライズのプロジェクトに関わるこ

とができます。加えて、Opnにはビジネスと技術のベースもあり、今後もっとスケールするため

の 次 の 一 手 を J u n さ ん と 一 緒 に 考 え ら れ る こ と は す ご く 楽 し い で す 。

私自身もずっとやりたかった「世界を獲る」というビジョンの実現にあたり、自分が提供できる

こと、Fintechと通じてやれることはまだまだいっぱいあると思います。

2015年にシンガポールに移住し、知り合いにタイのスタートアップを紹介してとお願いした際に

Junさん(CEO)に出会いました。Junさんは当時から自信たっぷりで「というというわけで、これ

から俺は天下を取るわけだけど、なんでお前はジョインしないんだ」という態度でした(笑)。
当時はフルタイムで関わる事はできる状況ではなくて「今はちょっと難しい」と伝え、一度断り

ました。ただ、そのあと2019年12月に今担当するプロジェクトで声をかけられ、最初はサポート

のつもりがいつの間にかどっぷり浸かり、OPNのチームとも働く中で、プロジェクトを通してエ

ンジニアの皆さんの信頼を幸運にも得られ、CTOをできるかなと思い着任する事を決めました。

技術とビジネスが噛み合っているというのは本当に重要だと思います。クールなものを作るだ

けではなく、「それなら確かにマネタイズができる」というビジネスモデルがきちんと確立さ

れ、ビジネス側もちゃんと回っている状態をつくることをすごく大切にしています。



Voice of Engineer

D a i g o H a m a sa k i ( L e a d T e c h
Engineer)
九州大学卒、東京芸術大学大学院修了。在学中か
らプログラミングを学びエンジニアとして就職。
事業会社・スタートアップ企業にて、不動産ポー
タルサイトやブロックチェーン証明書システム、
会員権売買サービス等の開発に従事。React / 
Vue.js によるフロントエンドや Ruby on Rails / 
Laravel でのバックエンドなどフルスタックな開
発を経験し、2020年2月より現職。現在はモバイ
ルアプリ開発リーダーならびにAndroid アプリの
開発を行う。

入社前の不安

入社して苦労したこと

こんな人と働きたい

ペイメント事業のOmiseはタイに本社があり、日本国内ではあまり会社自体のPRをしてないの

で、何をやっている会社かやや見えないという不安は少しありました。でも入社してみて、意

外とちゃんとした会社なんだと思いました（笑）

その他は結構イメージ通りで、タイのチームとはSlackでコミュニケーションをとったり、会社
の雰囲気もファーストネームで呼び合ったり、フランクに発言できたりするのが日本国内の会
社とは違う、グローバルな会社のカルチャーだと感じます。
そこはすごく期待通りですごくうれしかったです。

Opnが組織としてまだできたばかりのタイミングで、巨大案件の受注が決まっていたので、

人も足りない中でプロジェクトを遂行していくのは本当に大変でした。

毎日当たって砕けろという状態でしたが、やっていくうちに足場が固まってきて、人も増えてき

てなんとか乗り越える事ができましたね。

ポジティブにフランクなやり取りができる人、建設的なコミュニケーションをとれる人がいいで

すね。何かをやるときに新しいものを柔軟に受け入れられるような人と一緒に働きたいです。



Voice of Designer

Kei Kondo (Designer)

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Omise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。

今の仕事とやりがい

プロジェクトのデザインリードとして、UI/UX全般を担当しています。

モバイルアプリでの決済や色々なシーンでの利用を考えながら設計とデザインを考えていま

すが、ユーザーの全員にとって完璧な物を作るのは難しく、開発のスケジュールやパートナ

ーの要望、その機能はターゲットユーザーが本当に求めている物なのか等を上手くバランス

を取り、取捨選択しながら、関係者とユーザーに取って一番ちょうどよいところを見つけて

いくのがやりがいのあるところですね。

会社の好きなところ・課題

大規模プロジェクトを全員リモートという環境でやっているのですが、一人一人に任される部

分が大きいがゆえに、みんな責任をもって仕事をしており、やりがいを感じています。

会社の課題としては、急激に人が集まって拡大していて、メンバーも新しい人が沢山いるので、

開発組織として組織の仕組みを作っていくという所はまだまだこれからなだと思います。

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。



Voice of Bizdev

Asuka Uesaka (Chief of staff to
CIO)
スウェーデンの大学で国際開発学を学び、卒業後

メーカー営業を経て、Omise日本チームの3人目

の社員として入社。ビジネスデベロップメントを

担当するコアメンバーとして決済事業等の立ち上

げに従事。一度Omiseを離れ、複数のブロックチ

ェーン実証実験の営業企画を行った後、Omiseに
復職。現在はOpnでDX事業立ち上げに奮闘中。

F i n a n c i a l I n c l u s i o n、S o c i a l i m p a c t
investmentに関心がある。

Opn に入社したきっかけ

大学でアフリカ経済の勉強をしており、ケニアでNGOのインターンしていた時にM-PESA（エム

ペサ）というモバイル送金サービスと出会いました。ケニアでは銀行口座を持っていない人がほ

とんどで、エムペサでお金を送金したり、国債を買ったりしていて、financial inclusion がエム

ペサのおかげで進んでました。そのあと、たまたま転職活動をしてたときにOmiseが”online
payment for everyone”というコーポレートスローガンで募集しており、自分が共感するミッシ

ョ ン を 掲 げ る 会 社 で 仕 事 を す る の は 面 白 い だ ろ う な と 思 い 入 社 し ま し た 。

実は、一度Omiseを辞めたのですが、再び一年後戻ってきた理由はCEOのJunさんをとても尊敬

していて、起業家としてすごく魅力のある人と思ったためです。

Opn のユニークな点

会社の課題

Opnを設立したのが今年なので、組織づくりが今一番の課題だと思います。

スタートアップは一つプロダクトにフォーカスして、それを大きくするケースが多いと思うので

すが、Opn は色んな角度からfintech事業に種まきしてアプローチしているので、見える世界がす

ごく広く、働いていすごく面白いです。

決済事業、ブロックチェーン、DX、仮想通貨も手掛けていますが、ただやみくもに事業を増やし

ているわけではなく、全てコアのミッションである“financial inclusion“を達成するという部分

は一環していて、方向性にブレはなく、その実現への意思決定が早く、社内にスピード感があり

ます。



Voice of CPO & VP of Operations
Sutthiporn Mekha-
aphirak ( CPO )

入社したきっかけ

Win：Omiseに来る前は当時の事業競合であるPaysbuyで働いていたのですが、

OmiseがPaysbuyを買収することになってOmiseで働くことになりました。Omiseで
働こうと思った一番の理由はファウンダーであり、CEOでもあるJunと話したときのビ

ジョンがとてもエキサイティングで一緒に働きたいと強く思ったのが一番です。

でも正直話すと、競合に買収された経緯があるので入社当初はすぐに辞めるかもしれな

いと思ってました（笑）その後Opnの子会社設立メンバーとして参画しました。

Nat：私はレガシービジネスの社内DXサポートをしてたのですが、大企業の古い体制で
スピード感を持って物事を進めることができず、憤りを感じていました。

そこで、スピード感のあるテックカンパニーに入りたいと思って、プロジェクトマネジ
メントのロールを探していました。

Omise はタイでプレゼンスはかなりあるので、会社の事はよく知ってました。応募し
て最初に話したのがWin で、決めた理由がカルチャーのフィット感があるからでした
ね。すごくフラットでカジュアルに話し合える和やかな職場環境がすごく好きです。

Nat Thantida S ( VP of Operations )

タイのアサンプション大学でコンピュータ
サイエンスを専攻。卒業後、アメリカに本
社を置くハードディスク製造メーカー
Seagate Technologyに入社。在籍10年間
で様々なエンタープライズ向けDX推進プロ
ジェクトをリード。2019年Omise ブロッ
クチェーンビジネス事業Omise Goにプロ
グラムマネージャーとして参画。2020年4
月より現職。

オーストラリアニューサウスウェールズ大
学卒業後、タイ国内最大の食品企業チャル
ーンポーカパンフーズにてマーケティング
戦略をリード。その後United Overseas 
Bankにてデジタルプロジェクトをリード
する。2017年にProduct Business 
Development としてOmise ペイメント
事業に参画。2020年OPN設立に伴い転籍、
現職に至る。



Voice of CPO & VP of Operations

入社して感じたこと

こんな人と一緒に働きたい

Nat：入ってみても、色んな事に関わる事ができる環境で自分がや

りたい事や、意見が言いやすい環境のもと、色んな事にチャレンジ

できましたし、今も毎日チャレンジがあり楽しいですね。大企業だ

と部署ごとや役職がきっちり分かれているけど、スタートアップだ

と部署の垣根を越えて色んな人とコラボレーションしながら仕事を

していく必要があり、そういったところが私はすごく好きです。

Win：入社して思ったのが、チーム間での信頼がすごくあり、みん

な責任感も強いですよね。

リーダー陣も権限委譲をしていて、メンバーみんなが会社の成長へ

貢献してます。“Get Shit Done” というのがモットーでチーム全員

エグゼキューション能力がとても高いです。

毎日が学びで常に成長できる環境ですね。もちろん、失敗する事も

あります。

スピード感をもって進めないといけないプロジェクトで走りながら

軌道修正をし物事を進めていて、今考えると、「あー、もっとこう

やれば良かった」ってことはたくさん。

Win：ただ、Opnのカルチャーは失敗を恐れるのではなく、”Fail
Forward”、失敗から学び常に前進していくというカルチャーがある

からこそ、メンバー自身の成長スピードも速いし、会社としても新規

事業の立ち上げだったりイノベーティブなプロダクトを作り出せてい

るんだと思います。そして失敗しながらリスクがどういったところに

あるかという所も学び、リスクマネジメントも上達しますね。

Nat：同感です。私は大企業での経験が長かったため、入社当初はス

タートアップの働き方に少し戸惑ったのですが、プロアクティブに話

したり、ヘルプが必要な時は声をあげる事を学びました。

Nat：これから入って来てくれるメンバーは信頼でき、人の話に真摯

に耳を向けるような人がいいですね。あと学ぶ事に貪欲な人。

Win：そうですね、物事を隠したりする事をせず、透明性を大事にし

ているので、そういったコミュニケーションをとれるのはすごく大事

ですね。そして「チーム」という働き方をすごく大事にしています。

完璧な人間なんて誰もいないわけで、だからこそ支えあって、足りな

いところは補い合いながら成長しています。なので人に頼れる人とい

うのはすごく大事ですね。



開発環境について
（エンジニアリング職）



技術スタック

Programming Languages and 
Framework

Webpack React Native

Web View

Golang Elixir - Phoenix

Cypress Selenium

Backend

EC2 RDS Auora

Terraform Redis AWS API Gateway

Elasticsearch EKS Lambda

Kubernetes PostgreSQL Docker

Development / Supporting 
Tools

Github Jira

SENTRY Jenkins

Circle CI Bitrise

Honeybadger AWS CodePipeline

Jest



採用選考フロー



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/



選考フロー

書類選考

一次面接

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。

書類選考

二次面接

内定

※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。

一次面接

二次面接

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、役割、カルチャーや働く環境についての相互理解を

深めます。

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。

コードテスト

＊エンジニア職のみコードテストがあります。

コードテスト



Unify people business and society, by fair 
accessible financial technology.

公平でアクセス可能な金融テクノロジー
により、人・ビジネス・社会をひとつに。


