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アスタリスト、「バックオフィス DX カンファレンス 2022」を
2 月 22 日(火)に共同開催
～イノベーションでバックオフィス業務を効率化～
SaaS や FinTech サービスのデータ統合によってハイレベルな内部統制を実現するエンター
プライズ iPaaS「ActRecipe」を提供するアスタリスト株式会社（本社：東京都港区、代表取
締役 CEO：池上大介、以下「アスタリスト」
）は、DX ソリューションを提供する 6 社合同で
「バックオフィス DX 2022 カンファレンス」を 2022 年 2 月 22 日(火) に共同開催します。
本イベントは、経理や総務などのバックオフィス業務を担うすべての方に向けて、「業務を
効率化する最先端のソリューション」をテーマに、バックオフィス DX の最新情報をお伝え
します。

■内容
2022 年を皆様にとって DX 推進元年に
近年、DX（デジタル・トランスフォーメーション）が急速に進み、効率的な働き方を実現
するソリューションが次々と生まれております。この時代を生き抜くためにイノベーショ
ンの力を活用し、ビジネスを進める体制をより筋肉質にしていくことが、どのような企業
様においても求められています。当カンファレンスは最先端の DX ソリューションを持っ
た 6 社が、日本のバックオフィス業務を効率化したい、そんな想いを持って集うことで実
現しました。

『この仕事、もっと効率的にできないかな？』という疑問にお答えするだけでなく、皆様
が普段ルーティンで行っている業務をより効率的にするソリューションを我々からご紹介
することで、DX について皆様とご一緒に考える場にしたいと思っております。
2022 年を皆様にとって DX 推進元年とする、その為にカンファレンスへ是非ご参加くださ
い。
■イベント概要
・イベント名：バックオフィス DX カンファレンス 2022
・開催日時：2022 年 2 月 22 日（火）16:00〜18:00
・参加方法：オンライン（Zoom による配信）
・参加費：無料
・特設サイト：https://lp.box.sweeep.ai/seminar/dx-conference-20220222/
■タイムテーブル
16:00〜16:10 オープニング「バックオフィスの DX について考える」
16:10〜16:25 ① アスタリスト株式会社
16:25〜16:40 ② ContractS 株式会社
〜 休憩 〜
16:45～17:00 ③ 株式会社 kickflow
17:00～17:15 ④ 株式会社 N-Technologies
〜 休憩 〜
17:20～17:35 ⑤ 日鉄ソリューションズ株式会社
17:35～17:50 ⑥ sweeep 株式会社
17:50～18:00 クロージング
※お申し込み完了後、アクセス方法などをメールにてお送りします。
※参加者様はカメラ・マイクオフです。ご自宅からもお気軽にご参加ください。
■登壇者
アスタリスト株式会社 代表取締役 池上大介
ActRecipe

クラウド上で SaaS 連携をカンタンに実現する iPaaS

インフラエンジニアとして BtoB SaaS の新規事業立ち上げを複数経験。2013 年 11 月にア
スタリスト株式会社を創業し、SaaS の導入コンサルティング事業を中心に展開。2019 年
よりクラウド上で SaaS や FinTech のデータ連携を行う「ActRecipe」というプラットフォ
ームサービスを開始し、アライアンスを中心にビジネス全般を統括。
ContractS 株式会社 経営企画部長 津田奨悟氏
ContractS CLM

一連の契約業務をこれ 1 つで効率化するプラットフォーム

新卒で旭硝子株式会社（現 AGC）に入社。ガラス製造プロセスエンジニアとして従事した
後、デロイトトーマツコンサルティングにて経営コンサルティングに従事。その後、外資
系企業で経営企画・事業企画を歴任。直近ではアドビ日本法人において、サービス事業の
経営企画として営業、コンサルティング、カスタマーサクセスを横断して事業管理。2020
年 8 月より現職。
株式会社 kickflow 代表取締役
kickflow

重松泰斗氏

中規模から大企業向けのあたらしいクラウド稟議・ワークフロー

Web ディレクターとして CtoC プラットフォームを始め複数のサービス立ち上げを経験。そ
の後株式会社 Kyash にて VP of Product としてプロダクトマネジメントに従事。2020 年 2
月に株式会社 kickflow を共同創業。マーケティングやセールス、カスタマーサクセスな
どビジネス全般を担当。
株式会社 N-Technologies セールス部門責任者 相原光博氏
atena 郵便物をメールのようにウェブから確認・操作できるサービス
動画マーケティング支援を行う LOCUS にて事業部長として従事その後デジタルマーケティ
ングのコンサルティングを行う WACUL にてマーケティング部門・セールス部門の部長とし
て事業推進。現在はクラウド郵便受取サービス atena のセールス部門の責任者として 戦
略立案からマーケティング・セールスなどの部門を担当。
日鉄ソリューションズ株式会社
HATCHUB

玉井僚氏

間接材購買業務と会計連携の電子契約サービス

日鉄ソリューションズ株式会社入社後、小売業様向けのアカウント営業として、大規模な
MD 領域の PJ や需要予測 PJ を経験。現在はソリューション営業として、HATCHUB の企画・
立ち上げ・提案活動を推進。
sweeep 株式会社 代表取締役／CEO

村山毅氏

慶應義塾大学を卒業後、会計系コンサルティングファームにて経理・人事領域を中心にシ
ステム構築、BPO、業務改革等のコンサルティングに従事。2011 年に sweeep 株式会社を設
立し、自動化による業務改善コンサルティング事業を開始。RPA コンサルティング事業、
BPO 事業を開始し、2018 年に受取請求書自動化 AI「sweeep」をリリース。オフィスから紙
を無くしたいと思っている。

■データ統合・内部統制プラットフォーム「ActRecipe」について
ActRecipe は、データ統合・内部統制プラットフォームを iPaaS（integration Platformas-a-Service）として 2019 年 8 月にサービスをローンチし、これまでに大手企業様を中
心にご利用いただいております。2020 年 6 月には電子決済等代行業者の登録を完了し、銀
行 API を活用して SaaS から銀行への自動送金や入出金明細の自動取得をする取り組みを
開始しました。2021 年 3 月には完全無料で銀行 API 連携等をお使いいただける Free プラ

ン(β)の提供を開始し、手軽に SaaS 間や FinTech サービスとの連携をお使いいただける
ようサービス展開しております。
ActRecipe の詳細は https://www.actrecipe.com/ をご覧ください。
■アスタリストについて
アスタリストは "Create time through innovation" （イノベーションによって時間を創
る）をミッションとし、これまでに IT の活用により企業様の生産性向上や内部統制強化を
支援してまいりました。特に SaaS や FinTech サービスのデータ統合や内部統制強化を実現
するプラットフォームサービス「ActRecipe」に注力しており、SaaS や FinTech サービスの
更なる活用と DX の推進を行っております。
アスタリストの詳細は https://www.asterist.com/ をご覧ください。
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