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会社概要



UiPathの
ビジョンと
ミッション

創造性とひらめきに富んだ活動こそ
が、人間の活動です。

われわれは「自動化が可能なものは
すべて自動化される」と考えています。

われわれのミッション

システムと人間の間のマニュアル作業
をなくし、オペレーションの品質向上
に貢献できるアジャイルなデジタルワ
ークフォースの構築をサポートします。

UiPathのRPAテクノロジーは、その
先進的な自動化機能により高く評
価されています。

われわれのビジョン



2005年

コンピュータグラフィックスの開

発を手始めに、最初の自動

化ライブラリの構築に着手。

世界中の開発者と共有し、

非常に高い評価を得ました。

2016年

2016年4月、Front Office

and Back Office Serverス

イートの提供を開始。Studio

コミュニティエディション のユーザ

ー数は、提供開始から6ヵ月で

1万人に達しました。また、100

社を超える企業を新規顧客と

して開拓しました。

2013年

UiPath Desktop自動化の

第1号を提供開始。

Microsoft Workflow 

Designerを基盤とするこのソリ

ューションは、RPA市場をターゲ

ットに開発され、現在のUiPath 

Studioに至ります。

2017年

UiPathは、RPAソフト

ウェアの提供をリードする

ベンダーとして、Everestや

Forresterに高く評価されており、

現在もグローバルな

成長を続けています。

2017年2月に日本法人を

設立し、日本人社員による

サービスの展開を開始しました。

2015年

Uipath Orhcestratorの完

成により、エンタープライズへの

対応を開始、多数のプロセスの

自動化が始まりました。

最初のパートナーには、グロー

バルBPOやコンサルティング会

社（Cognizant、

Capgemini、Symphony、

NIIT、Genfour、Virtual 

Operations、など）が名を連

ねました。

誕生 最初のUI自動化 転換期 成長 グローバル展開



RPAのリーダー

2005年の設立以来、
「すぐれたテクノロジーが
更なる自動化を可能にする」
という信念でビジネスを展開

業界での実績

RPAの
「テクノロジーリーダー
であり、業界を牽引する
トップ企業」
Everest Group
（2017年1月）

高度なコンピューター
ビジョンテクノロジーによる
他に例を見ないCitrix自動化
で知られるUiPathは
RPA業界のリーダーと
認められている
Forrester Wave
(2017年 第 1 期)

AIの活用

「Best Use of AI in Enterprise
（エンタープライズ分野での

優れたAI活用）」および
「Outstanding Achievement in 
the Use of AI(AI活用における優れ
た実績)」の各賞を獲得
－ロンドンで開催された

CognitionXにて

VC資金調達

2017年4月、シリーズAでAccelから
3,000万ドルの資金を調達し、
Facebook、Dropbox、Spotify、
Slack、Venmo、Flipkart、Kayak
と肩を並べる
革新的テクノロジー企業に



市場認知度

米国FORRESTERRESEARCH(2017.2.13) 米国Everst Group(2017.1)

ベンチマーク
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UiPathの顧客

北米
44%

ヨーロッパ
33%

アジア／太平洋地域
23%

顧客の拠点：
（2017年12月時点）

５倍に増加

2017

約700社

20162015

顧客数

世界で約700社、日本で60社以上
（2017年12月現在）
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UiPathのビジネス拠点

テクニカルサポート部門と
クライアントソリューション部門では
様々な経験を持つ正社員が、
お客様でのUiPath製品ご利用の、計画、導入、
技術支援に取り組んでいます。

113 70 55 51

UiPathの部門構成（2017年12月時点）

計 299名

開設予定国：ドイツ、スペイン

UiPathのグローバルなビジネス拠点

本社：ニューヨーク（米国）

米国 ルーマニア 英国 インド 日本 シンガポール フランス 香港
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2017年に最重要投資拠点として日本を選定
日本法人（2017年12月時点）
■日本人社員40名
■海外からのエンジニア２～３名が常駐

17 20 計 43名日本 6

オーストラリア

－



会社組織：日本での本格展開

日本UiPath社 組織

• 日本社員43名（2017年12月1日現在）
内 技術者17名（日本社員14名、本社よりの派遣3名）

• 2018年内に日本法人の体制を100名へ拡充し、支援体制を増強予定です。

• 2017年4月にはベンチャーキャピタルより3,000万ドルの資金を調達、RPAの需
要が飛躍的に高まっている日本や北米他の市場での採用強化、お客様体制整
備の為に使用します。

UiPath Academy  
包括的なトレーニングコースの提供を開始しました。

＜RPA開発者基本トレーニング＞
• Webによるオープンオンラインコース（チュートリアルビデオ、日本語字幕付き）

を無料提供
• 対象はRPA開発者を目指す者
• 受講後、試験によるRPA開発者ビギナー資格認定登録制度あり

＜RPA開発者上級トレーニング＞
• 1週間の有料集合研修
• 対象はRPA開発者ビギナー資格を保有する者
• 受講後、試験によるRPA開発者上級ユーザー資格認定登録制度あり

その他、以下のコースを設定しています。
＜RPAインフラトレーニング＞
＜オーケストレータートレーニング＞
＜SAP自動化トレーニング＞
＜RPA理解セッション＞
＜RPAビジネスアナリストトレーニング ＞

＜お問い合わせ先＞

日本法人UiPath 株式会社

クライアントソリューション本部

プロダクトソリューション本部

〒100-0004

東京都千代田区大手町一丁目6番1号大手町ビル2階

TEL : 03-5219-1346

メール：japan@uipath.com

• UiPath（ユーアイパス）社は、アジアでのさらなる事業強化に向け日本法人を2017年2月24日に設立しました。
（日本法人UiPath株式会社：東京都千代田区大手町、代表取締役CEO：長谷川 康一、資本金3,000万円）

• メガバンク、大手広告会社2社、通信業、製造業、総合商社等、60社で導入を始めています。業種内訳は、金融業11社、情報通信7社、エネルギー4社、製造業4社、シンクタンク4
社、人材サービス3社、運輸2社、その他業種が5社です。また、60社以上ででPOC(Proof of Concept：概念実証）を行っています。

• お客様向けのトレーニング提供の環境整備にも着手しております。オンライントレーニングWebページの日本語化や、チュートリアルビデオの日本語字幕追加等は既に実施済みです。今後
も日本のお客様に向けた環境整備に次々と取り組んで行きます。



製品とその特長



ディジタルレイバー

• 1つのワークフローで、フロント
オフィスとバックオフィスの両方を自動
化

• 優れた精度を誇るコンピュータービジョ
ンテクノロジー

管理コンソール

インテリジェントな管理：

• デプロイと監視

• スケジュール管理とキュー

• Elasticsearch / Kibanaの活用
による充実した分析機能

• エンタープライズレベルの
セキュリティ

UiPathのRPA
プラットフォーム

Studio,
Orchestrator,
Robot     
が実現する
スマートでスピーデな自動
化

RPAワークフローキャ
ンバス

• Visioライクな操作性

• テンプレートによる操作

• ドラッグアンドドロップ操作

• プロセスレコーダー

• Citrixウィザード



1. Attended Robot（フロントオフィスロボット）

2. Unattended Robot（バックオフィスロボット）

3. Orchestrator（管理コンソール）

4. Studio（ワークフローキャンバス）

UiPath OrchestratorはAttended Robot（フロントオフィスロボット）とUnattended Robot（バックオフィスロボット）両方のプロセスを管
理

Attended Robot
（フロントオフィスロボット）

Unattended Robot
（バックオフィスロボット）

3rd パーティ
アプリ

Orchestrator

モニター 実行

デプロイメント

自動化

API

デプロイメント

自動化

UiPathアーキテクチャ概要

UiPath Studio UiPath Studio



コンピュータービジョン（次頁参照）

過去10年間、開発チームは、SAP・Citrixおよびメインフレーム端末環境向けの

UIオートメーションライブラリを作成。これらのライブラリは、長年に渡りお客様のフィードバックを

受け改良されてきており、UiPathは自動化の精度を業界トップレベルの評価を持つ機能と

して提供している。

ユーザーフレンドリーなロボット開発（次頁参照）

UiPathは、Microsoft Workflow Foundation、Microsoft Presentation 

Foundation 、および.NETフレームワークのテクノロジーをベースに開発。 UiPath Studioは、

ワークフロー作成を可視化するMicrosoftワークフローデザイナの他、カスタムアクティビティ開発

にはMicrosoft Visual Studioが利用可能であり、ユーザーは直感的かつ簡単にワークフ

ローのデザインを行うことができ、複雑なプロセスの場合でも開発時間を大幅に短縮できる。

オーケーストレーター（管理コンソール）

UiPathは、ユーザーフレンドリーなWebベースの管理コンソールによりクラウド上にも配置できる

スケーラブルなプラットフォームを提供。ユーザーは簡単にロボットのスケールアウト、スケールイ

ンが可能であり、ロボットの管理、処理状況モニタリング、キューによる処理制御が可能。

ElasticsearchやKibanaを

あわせて利用することで業界トップレレベルのレポート機能も実現。

ワールドクラスのRPAソリューション

UiPathプラットフォームの特長(1/2)

Web APIコールを含む柔軟な機能拡張性

UiPathは、REST (JSON / XMLの双方に標準対応)、SOAPといった業界標準として用い

られている各種WebAPIを呼び出すことができ、 IBM Watson、Google Cloud 

Machine Learningなどに代表されるAIサービスとの連携を可能とする。その他にもC#

を用いたカスタムアクティビティの作成の他、VBスクリプト、Excelマクロの実行など、柔軟な機

能拡張が可能。

充実した日本語サポート（次頁参照）

UiPathは、日本を最重要拠点として本年2月より日本オフィスを開設。現在40名で、

2018年には100名までの体制強化の予定。今後も日本のお客様からの洗練された要求

にきめ細かく対応できるように製品を強化していくことが、グローバルで最高水準のRPA製品を

ご提供し続けることにつながると考えている。また、日本語化を進めるとともに、日本での研修

トレーニング提供を開始予定である。2018年には製品の日本語対応も検討中である。



顧客システム資産
（100-2,000億円）

取引システム 顧客応対
システム

カード請求
システム

キャッシュ
システム

融資システム 株式システム

人事システム 会計システム

１．コンピュータビジョン
➡ほぼ全てのシステム資産にアクセス可能
★CogX AI Innovation Awards 2017*

２．ユーザーフレンドリーなロボット開発
➡業務部門担当者でも約2週間で基礎開発
コースの履修が可能(UiPath academy)

RPA

Legacy

Citrix

Java C++

Internet

PDF

Excel/Word３．充実した日本語サポート
➡日本語サポートデスク
日本語テクニカルドキュメント
日本語トレーニングコース

各システムがシーム
レスでないため人の
介在が30-40%必要3つの特長 + “API”,  “日本法人(サポート、日本語化)”, 

“ 大手顧客の獲得実績

EUC

*https://www.uipath.com/news/uipath-winner-best-use-of-ai-in-enterprisehttps://www.uipath.com/ja/rpa-
academy

UiPathプラットフォームの特長(2/2)



15Slide

RPAベンダー選定時の論点とUiPathが選ばれた理由

＊1：UiPathご利用のお客様へのヒアリング結果を元にUiPathが作成。複数のRPAベンダーとの比較を取り纏めたものであり、特定製品との比較ではない。
＊2：End User Computing
＊3：製品の日本語化は2018年下期を予定

】

観点 論点 UiPath 他社＊１

計画・予算化

開発規模
➢ サーバーでの集中管理による大規模開発だけでな

く、スタンドアロン（オフライン／EUC＊２）での小
規模開発・運用が可能

➢ サーバーでの集中管理が必須であり、小規模での
スタートが困難

RPA導入対象業務

➢ 仮想化技術によるシステム（Citrix等）利用を
含めた幅広い業務範囲の自動化が可能

➢ OCRやその他システムとの連携機能を実装してお
り、様々なシステムを利用する業務を対象業務とし
て開発検討・予算化が可能

➢ 仮想化技術を用いたシステムの自動化が困難で、
RPA導入効果が限定的となり、当初想定した費
用対効果が達成できない

➢ 他システムとの連携時に追加開発または接続上
の課題があり、開発予算が膨らむ

開発

開発生産性

➢ 高度なインターフェース認識による処理対象の選
択機能、自由度の高い変数設定機能を実装

➢ 主要コンサルティングファーム、主要Sierが開発サ
ポート可能

➢ 処理対象選定等、コーディングが必要となる処理
が多く、変更対応を見据えた開発が困難

➢ 日本においてサポート可能なパートナーが限定的
で、リソース確保がボトルネックに

開発トレーニング

➢ 日本語による無償での基本トレーニング（Web
ベース・EUC対象）を提供

➢ 日本語による技術者向けトレーニング（クラスル
ーム）を提供

➢ 大規模開発実績に基づく開発方法論を提供

➢ 日本におけるトレーニング提供が未定
➢ 開発方法論が整理されておらず、試行錯誤が必

要

運用
カスタマーサポート

➢ 製品・マニュアルを日本語化＊3

➢ 日本における日本語によるサポートを提供
➢ 製品・マニュアル共に英語版のみ
➢ 海外からの英語によるサポートのみ提供

製品サポート
➢ 【Microsoft Windows Foundation（MWF）

ベースとした製品であり、…】
➢ 【丸々をプラットフォームとして利用しており、…】



• 定義：Unattended Robot（バックオフィスロボット）は人間のやり
とりとは無関係に無人で動作する

• 一般的用途：人的介入を必要としないマニュアルベースの反復的で
高度なルールベースのバックオフィス活動

• 最適なケース：自動化されやすいあらゆるタイプのバック
オフィス活動

• サーバーとのコミュニケーション：双方向
• ロボットからサーバー：実行ログ、自動プロセスアップロード、ロ

ボットステータス
• サーバーからロボット：自動プロセスバー上の展開、

スタート/リセットプロセス

• 特長：
• リリース管理（自動アップデート/ロールバック）
• ロギング、レポーティング、監査ツールの集中管理
• アセットマネジメント
• リモートコントロール(オーケストレーターから制御)
• スケジューリング集中管理
• 待ち行列/ロボット ワークロード管理

Attended Robot（フロントオフィスロボット） Unattended Robot（バックオフィスロボット）

• 定義： Attended Robot（フロントオフィスロボット）は人間と並

行して作業し、プロセスを自動的に完了するのを支援する

• 一般的用途：人的介入を必要とする判断ポイントを含む手動、反

復的、高度ルールベースの活動（プロセスのインプットが非常に複雑

であったり大幅な変動があるため、まさに判断が要求されるもの）

• 最適なケース：ユーザーの要求に基づくデスクトップ作業の自動

• サーバーとのコミュニケーション：双方向

• ロボットからサーバー：実行ログ、自動化プロセスアップロード

• サーバーからロボット：自動化プロセスバージョンの展開時の

み

• 特長：

• リリース管理（自動アップデート/ロールバック）

• ロギング、レポーティング、監査ツールの集中管理

• アセットマネジメント

• ユーザーインタラクティブ

.

Attended Robot（フロントオフィスロボット）とは異なり
Unattended Robot（バックオフィスロボット）は

リモートでサーバーから直接起動される

Attended Robot（フロントオフィスロボット）は

ユーザと同じデスクトップから
ユーザーにより手動でローカルマシンからのみ起動され、

リモートでの制御（実行・スケジュール設定）は行わない

Attended Robot  と Unattended Robot
（フロントオフィスロボット） （バックオフィスロボット）



導入ステップ



RPA はプロジェクトではなく旅（ジャーニー）である

RPAジャーニーのロードマップ



自
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*電子データとして 読めるタイプとはExcel, Word, email, XML, PPT, OCR済PDF等 読めないタイプとはOCRされていない画像等

プロセス A が最も自動化に適している。プロセス Bが次で、
プロセス C は自動化の前にLean Six Sigma transformation アプロ

ーチをとる方が適切である。

手作業・反復作業

全ての作業が自動化に適しているわけではない。ROIの回収期間を短縮し効果を高めるため、Lean Six Sigma methodology でまずプロセスを
標準化・簡素化し、コントロールするための作業を選択する。

RPA

頻繁なシステム
変更?

最小の自動化?

システム統合の調査
セルフサービスの

実行

戦略的解決策の調査

作業量は多い?プロセスは変更可?

手作業や
反復作業?

構造化?
電子データ

として読めるタイ
プ?*

標準的入力?
例外処理は

少ない?

プロセスの改善

開始

Is your process… Is it … Does it have …

No

No

No

No

No

No

No

Yes Yes Yes Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

構造化業務

プロセスの特徴

電子化で読めるタイプ

標準的入力

例外が少ない

作業量が大容量

システム変更

プロセス A プロセス B プロセス C

RPA作業解析事例



UiPathのグローバル／日本での実績



日本での実績は６０社を超える

セキュリティ要件の
厳しい日本の
金融機関でも
導入済み

全社レベル、フロント業務もカバー

UiPathは日本でも大規模導入実績をもつグローバルのリーデイング
RPA(ロボテイックスプロセスオートメーション）製品



2017年4月
導入開始

２６０
件

2017年10
月

４００
件

2017年末
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株式会社電通様でのUiPathによる自動化業務件数の推移 （日経コンピューター抜粋)

UiPathはユーザビリテイ及びスケーラビリティにもフレキシブルに対応

働き方改革を推進する電通ビジネスプロセスマネジメント局業務推進室長の小栁肇氏は以下の様に述べています。「我々のプロジェクトのゴールは、社員一人ひと

りのワークライフバランスを改善し、生産性の向上を図ることです。そのためにも社内の多岐にわたる業務に対して RPA により継続的に業務自動化が行わなければ

なりません。UiPath 社の RPA ソフトウェアは、開発支援ツールが使いやすく、また充実しており 多種の業務を短期間で開発できます。また、各ユーザー部門のニー

ズから出発して将来RPA が全社規 模になっても統合的なロボット管理が行えるため、我々の目標とするRPA 活用を浸透させていくプロジェクトに最適のソフトウェ

アであると判断しました。グローバルのリーデイングベンダーとしてのRPAノウハウの提供 および日本でのサポート体制も充実しており、現在、電通では、AI や

Cognitive の活用による RPA の 業務高度化にも取り組んでいますが、それらに対応できる幅広い API が備わっているところも UiPath を 評価する理由です。」

（UiPath 2017/11/30 ニュースリリースより抜粋）
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ニュースリリース ~生産性向上の実現に向けたRPA（Robotic Process Automation）の活用について~

NEW



UiPath、ベンチャーキャピタルファンドの最大手であるAccel社がアレンジした案件により、3,000万ドルのシリーズA資本
を調達

東京 2017年4月28日 ―世界有数のロボティック・プロセス・オートメーション（Robotic Process Automation 以
下、RPA）ソフトウェア企業であるUiPathは、世界有数のベンチャーキャピタル、Accel社がアレンジした、3,000万ドル
のシリーズA*1による資本調達を実施したと発表いたしました。
UiPath社は、今回の調達した資金を、飛躍的に需要が高まっている北米、西欧、インド、東南アジア、そして日本とい
った市場での採用を強化するために使用します。
UiPath社は短期間で急成長を達成し、世界中で150社ものITベンダーやコンサルティング会社と提携しています。日
本ではインテグレーション・ベンダーとして電通国際情報サービス(ISID)、NTTデータ、野村総合研究所（NRI）
と協力してサービスを提供していきます。
現在、銀行、金融機関、保険会社、製造業、公益会社、ヘルスケア、行政機関など既に200社以上のお客様にサー
ビスを提供しています。UiPath社は、今後7年間で90億ドル*2になると予想されているRPA市場のトップ企業です。
最新のForrester Wave Robotic Process Automation の 2017年第1四半期レポートで、UiPathはRPA市
場における有数のリーディング企業であり、業界で最も高い実績を残していると評価されました。また経営コンサルティング
会社であるエベレストグループにより、市場に与えた影響を称え、「2016年RPAスターパフォーマー」として評価されていま
す。

UIPath社の創業者であるダニエル・ダインズは、次のように述べています。「今般の資金調達により、世界中の多くの企
業にインテリジェントRPAのメリットを紹介することができたと同時に、急速に発展を遂げている業界の最前線にあり続ける
ことができます。我々は、事業とビジネスを発展させている人々の仕事を、より創造的で価値あるものにし、ビジネスと経
済の発展に貢献したいと考えています。プロセスの自動化を検討したことがなかった組織に、自動化を実現させる、大き
な潜在的な市場があると思っています」。

UiPathの日本法人のCEOである長谷川康一は次のように述べています。
「UiPathは、今年、日本法人を設立し、着実に業務を拡大してまいりました。既にメガバンク、大手製造業者、エネル
ギー関連会社、広告会社にサービスを提供しています。日本はUiPathにとって非常に重要な戦略市場であり、お
客様にきめ細かいサービスを提供できるように、年内に、20人規模へ陣容を拡大する計画です 。また日本語AIベ
ースの OCRや日本のAI/Cognitiveベースのテクノロジーとの連携も進め、商品の利便性を高めていきます。」

Source: http://prw.kyodonews.jp/opn/release/201703290384/ Source: https://www.value-press.com/pressrelease/182418

UiPathは日本を世界の中で最重要市場と位置付け、日本オフィスを開設し、日本でのサービスの充実を目指すことを
発表（3月28日）、また、それに向けたベンチャーキャピタルからの3,000万ドル資金調達についても発表（4月28日）

日本法人設立により、世界有数のロボッティクス市場でRPAサービスの提供機会を拡大

東京 2017 年3 月 28日 ― UiPath社（本社：英国、CEO：ダニエル・ダインズ ）は、このたび
日本法人UiPath株式会社（本社：東京都千代田区 代表取締役CEO：長谷川 康一 以下、
UiPath 株式会社, 資本金3,000万円）を設立したことを発表しました。UiPath社は、RPAを提供す
るリーディンググローバル企業の中で、日本法人を設けた、初の企業となります。
UiPath社は日本法人の設立により、金融サービス業界をはじめとする既存顧客へのサービスの向上、グ
ローバルなコンサルティング・ファームや日本のシステム・インテグレーターとの連携の強化を通じて、顧客基
盤を広げていきます。このたびの日本法人設立は、UiPath社のアジアでの基盤もより強固にします。

UiPath社の設立者でありCEOのダニエル・ダインズは、次のように述べています。
「世界のRPA市場は2024年には87億5,000万ドルに達すると予測されており、中でも日本はこの流れ
をリードしていくと考えています。UiPath社は、グローバルに 最も急成長を遂げているRPAベンダーの1社
であり、今回の日本拠点の開設によって、その成長は一層加速されます。日本法人の設立によって、
既存および新規のお客様に、より幅広いサービスを提供することができると考えています。」

UiPath株式会社の代表取締役CEOには、長谷川康一が就任しました。長谷川は、テクノロジーおよび
金融サービス業界において、豊富な経験を持ち、UiPath社の日本での事業の成長を牽引していきます。

長谷川は次のように述べています。
「日本において、多くの企業、研究機関や公的セクターに、パートナー企業と協力しながらUiPath社の
RPAソリューションの提供力を強化できることを嬉しく思います。われわれの提供する直感的かつ拡張性
の高いRPAソリューションは、日本の企業の先進的な業務ニーズに適しており、品質とサービスを維持
しながら、お客様の生産性の向上と効率性の改善に大きく貢献できると思います。また、日本法人の
設立によって、日本人スタッフによるサービス・サポート体制を整えることができ、今後も日本市場での活
動をより強化していきたいと考えています」
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プレスリリース(2/5) UiPath RPAで生産性向上、デジタル基盤を作る
重要な戦略ツールへ -保険毎日新聞 10月13日

日本の需要は欧米より旺盛
サポート充実に力を注ぐ –日経BP社「まるわかりRPA 」11月16日

NEW



「RPA」で働き方改革
長谷川康一

UiPath CEO
-日刊工業新聞(7/17)

ホワイトカラー業務自動化の先
長谷川康一 UiPath CEO
-日本経済新聞(5/23)
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UiPath社：日本でのサービス体制を本格展開
10月より日本語でのカスタマーサポートの提供を開始すると共に、トレーニング体制も充実化、2018年中の製品の日本語化も計画
October 02, 2017 12:00 AM Eastern Daylight Time
東京--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 世界有数のロボティック・プロセス・オートメーション（Robotic Process Automation 以下、RPA）ソフトウェア企業UiPath社の日
本法人であるUiPath株式会社（本社 千代田区大手町 代表取締役CEO 長谷川康一）は、10月よりカスタマーサポートの日本語対応と日本語でのUiPathアカデミー（無料オンライ
ントレーニング）の提供の開始及び研修トレーニングの提供を予定しています。2018年には製品の日本語化をする予定です。
カスタマーサポートの日本語対応は、一部のお客様へ先行して提供していますが、10月から正式に、UiPath株式会社の全てのお客様に向けて提供致します。従来のインドのサポートセンター
による英語のグローバルサポートに加え、平日午前9時から午後6時まで、日本で日本語によるサポートを開始致します。これにより、お客様はUiPath製品及び操作内容に関する確認や疑問
点などを日本語でご照会することができるようになります。
また、世界中で、どなたでもオンライン上で製品の利用方法を学べるUiPathアカデミー（無料オンライントレーニング）についても日本語ホームページ（https://www.uipath.com/ja/）よ
りアクセス可能です。10月中には現在の日本語字幕に加えて、日本語吹替版もご利用できるようになります。これまでの日本語字幕だけでなく音声も日本語になることで、世界でRPAリーディ
ングプロダクトとなっているUiPath製品の最新の情報を、日本の皆様に、より容易に習得頂けると共に、実践的な使い方の経験をしていただけるようになります。
更にテクニカル・ドキュメント及びコミュニティーフォーラムも日本語による提供を日本語ホームページ（https://www.uipath.com/ja/）で開始しています。このフォーラムはオープンであり、
UiPathのRPAソリューションにご興味がある方はどなたでも参加していただけます。日本の中でコミュニティーの輪が広がり、より多くの皆様のRPA技術のスキルアップに貢献できる場として発展し
ていければと願っています。
日本語での研修トレーニングは、既に当社商品を戦略的に活用している実績を持つ三井住友ファイナンス＆リースグループのSMFLキャピタル株式会社（https://www.smflc.co.jp/）と
提携し、日本語によるアドバンストレーニング（有料）を提供する予定です。UiPath製品の実際の導入経験も踏まえたトレーニングをお客様に提供できるようになります。
UiPath株式会社CEO長谷川康一は次のように述べています。
「UiPath社は日本を最重要拠点として投資を行なっており、2月の日本法人設立後、既にメガバンクをはじめとする大手金融機関、大手製造業者、大手の広告代理店や主要電力会社、
さらに、大手運輸業者等がお客様となっています。業容の拡大に伴い、現在20名のスタッフも年末までには30名にまで拡大する予定です。今後も日本のお客様からの洗練された要求にきめ
細かく対応できるように、製品を強化していくことが、グローバルで最高水準のRPA製品をご提供し続けることにつながると考えています。また、日本語化とともに、SMFLキャピタル株式会社と提
携し、日本で研修トレーニングの提供を開始できる予定であり、これも、サービス強化の一環です。アドバンストレーニングは先進的なユーザー様による実践的な研修トレーニングプログラムであり、
世界中のUiPath社でモデルケースになる新たな取り組みです。これからも、日本のお客様に対するサービスを更に充実させていき、日本のデジタル化、働き方改革に向けたソリューションプロバイ
ダーとして、そしてゲームチェンジャーとしてお役に立っていく所存です。」
UiPath社について
UiPath社は、お客様の業務プロセスを効率的に自動化するための一体化されたソフトウェアプラットフォームを提供する、世界有数のRPAベンダーです。米国を本社とするUiPathは、日本、英
国、ルーマニア、フランス、ドイツ、インド、シンガポール、香港、オーストラリア、に拠点を有しています。 660社のグローバル規模のお客様（その65％は売上高100億ドルを超える）にご利用い
ただいており、提携先は世界中で150社を超えています。
より詳細な情報は同社のウェブサイト等をご参照ください。（https://www.uipath.com/ja/）

http://www.businesswire.com/
http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https://www.uipath.com/ja/&esheet=51692467&newsitemid=20171001005078&lan=ja-JP&anchor=UiPath%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE&index=1&md5=ad2a83be4265cb42f7c65cb2bd306124
http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https://www.uipath.com/ja/&esheet=51692467&newsitemid=20171001005078&lan=ja-JP&anchor=https://www.uipath.com/ja/&index=2&md5=dec6b9e47e9b2b3fa496e7033fdb9ea1
http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https://www.uipath.com/ja/&esheet=51692467&newsitemid=20171001005078&lan=ja-JP&anchor=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8&index=3&md5=e512791bc29e3ec506b26685ba92e484
http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https://www.uipath.com/ja/&esheet=51692467&newsitemid=20171001005078&lan=ja-JP&anchor=https://www.uipath.com/ja/&index=4&md5=1c7b71bb0cb616ee303e83e3db7f932a
http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https://www.smflc.co.jp/&esheet=51692467&newsitemid=20171001005078&lan=ja-JP&anchor=SMFL%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%94%E3%82%BF%E3%83%AB%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE&index=5&md5=1c0902bde41e097bc2c0e984db6eaf04
http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https://www.smflc.co.jp/&esheet=51692467&newsitemid=20171001005078&lan=ja-JP&anchor=https://www.smflc.co.jp/&index=6&md5=4a2727c610a2d14442e67d91ec7e1f75
http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https://www.uipath.com/ja/&esheet=51692467&newsitemid=20171001005078&lan=ja-JP&anchor=https://www.uipath.com/ja/&index=7&md5=7ff842fa96fc11f548d1f031080a9fc4
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RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）ツール大手の米UiPath日本法人は
2017年10月2日、日本語による顧客サポートを始めた。製品の機能や操作方法などを電子
メールを通じて日本語で尋ねることができる。同社はオンラインの研修サービスの日本語
対応や製品の日本語化も進める方針で、人手不足解消や労働生産性向上に向けて注目が高
まるRPAの需要を取り込む。

日本語サポートの提供時間は月曜から金曜のそれぞれ午前9時から午後6時まで。顧客企業
の担当者は電子メールで問い合わせできる。従来はインドのサポートセンターから英語に
よるサポートサービスを提供していた。

同社は顧客企業向けの教育・研修サービスも順次、日本語化を進める。Webサイト上で提供
している無償版については10月中に、現状の日本語字幕に加えて日本語吹き替え音声でも
視聴できるようにする。三井住友ファイナンス＆リースの子会社でリース事業を手掛ける
SMFLキャピタルと提携し、日本語による有料の教育・研修サービスも提供する予定だ。

UiPathは金融、製造、電力など世界660社の顧客を持つ。2017年2月には日本法人を設立した。
現在20人の日本法人社員を年内に30人程度に増やす。

RPA大手の米UiPathが日本語サポート開始、日本語版の教育サービスも拡充へ




