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フィンテックの請求管理ソフト「MakeLeaps」
Rakuten Ventures Japan Fundから資金調達を実施                                                

　クラウド請求管理ツール「MakeLeaps（メイクリープス）」を提供するメイクリープス株式会社
（本社：東京都目黒区、代表取締役：ジェイ・ウィンダー）は、楽天グループのベンチャーキャピタルである
Rakuten Venturesが運営するベンチャー・キャピタル・ファンド「Rakuten Ventures Japan Fund
（楽天ベンチャーズ・ジャパン・ファンド）」を引受先に、シリーズA投資ラウンドの第三者割当増資を実施
したことを発表いたします。この度の増資により、現在の請求管理特化型のクラウドサービスを総合的な
ビジネスプラットフォームに飛躍させ、「日本のオフィスから紙をなくす」ため事業の拡大を加速させてい
きます。

　楽天ベンチャーズ・ジャパン・ファンドは、シードラウンドからの既存投資家である500 Startups
（500スタートアップス）やAngelList創業者であるNaval Ravikant（ナバル・ラビカント）氏等とともに、
本ラウンドより新たな主要投資家として参加します。

資金調達の背景
　国外からも高い信頼と評価を得ている日本の産業技術、完璧主義なものづくり精神は、人々の生活や
経済を豊かにしてきました。その一方で、ビジネスを支える経営管理や社内のバックオフィス業務は、人
手不足が大きな課題であるにも関わらず、非効率な手作業や目視確認に依存しているのが国内中小企
業の実状です。「MakeLeaps」は紙ベースの商習慣をクラウドに移行することで、帳票の作成・発送・入
金管理業務を自動化し、フリーランスから上場企業まで幅広い国内ビジネスの業務効率化に貢献してき
ました。ワンクリック郵送やメール送付だけでなく、請求書のクレジットカード決済や、銀行振込の確認自
動化にも対応しています。多様化する中小企業のニーズに応えるため、積極的な機能拡充や他社のシステ
ムとの連携を行うだけでなく、国内唯一のバイリンガル・外貨対応したサービスとして海外での展開にも
活用されています。

　「Rakuten Ventures Japan Fund」は本年1月に日本国内のスタートアップ企業を対象に、運用資
産額100億円のベンチャー・キャピタル・ファンドとして発表されました。「日本のオフィスから紙をなくす
」という当社の目標に賛同いただき、「MakeLeaps」の更なる成長と国内ビジネスのクラウド化を加速す
るため、今回の資金調達が実現しました。

コメント
　「本ラウンドで楽天ベンチャーズをリードインベスターとして迎えることができ、非常に光栄に思います。
今後は様々な協業を組み、全てのユーザーの業務効率化に役立つサービスを展開していきます。」

メイクリープス株式会社　代表取締役　Jay Winder（ジェイ・ウィンダー）

メイクリープス株式会社
https://makeleaps.jp | 03-4550-1548

　「メイクリープスの創業者たちの、市場のニーズを明確に把握する洞察力と、組織として兼ね備えてい
る開発力および実行力は、現在の持続的な成長の源となっています。これらの強みを生かし、同社のサー
ビスが、近い将来、総合的なビジネスプラットフォームへと目覚ましい発展を遂げることに期待を寄せて
います。」

Rakuten Ventures　インベストメント・マネジャー　Hogil Doh (ホーギル・ドー)氏　

今後の展望
　今回の増資を受け、今後は現在の請求管理特化型サービスから、業界ごとの異なるニーズに合わせた
総合的なビジネスプラットフォームを構築・展開していきます。他社とのシステム連携及び業務提携も引
き続き強化し、国内での市場シェアの拡大を目指します。

MakeLeapsとは
　「MakeLeaps」は、帳票*1作成・送付～入金管理までの作業工数を削減することで、ビジネス成長を
支援するクラウド型請求管理ツールです。インターネット環境さえあれば、経理、営業、経営者がリアルタ
イムで入金状況や顧客・プロジェクトごとの帳票データを共有し、場所を選ばず作業することができます。
WindowsやMacでの利用はもちろん、あらゆる最新のブラウザ上でご利用いただけます。MakeLeaps
は外国人半数、女性半数の多様性あふれるチームです。現在、営業、マーケティング、開発担当者を募集
しています。

*1 対応帳票：見積書、発注書（自社宛）、発注書（取引先宛）、注文請書、納品書、請求書、領収書

メイクリープス株式会社　会社概要
メイクリープス株式会社 
代表取締役 Jay Winder
東京都目黒区上目黒1-4-3 エクセル中目黒5階
https://www.makeleaps.jp

本リリースに関するお問い合わせ先
メイクリープス株式会社　広報担当：向原
https://www.makeleaps.jp/プレス/
Eメール press@makeleaps.com
電話     03-4550-1548
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                                                                                         Tuesday  26 July 2016 

Cloud Fintech Service MakeLeaps Announces New Fundraising
 Round From Rakuten Ventures Japan Fund             

MakeLeaps announces today that Rakuten Ventures, the venture capital arm of Rakuten 
Group, is leading the MakeLeaps Series A round of financing. This funding will allow 
MakeLeaps to accelerate plans to build a wider range of functionality for Japanese 
businesses and make significant progress on the goal of eliminating paper from offices 
in Japan.

Rakuten Ventures is the latest prominent investor to back MakeLeaps, following 500 
Startups and Naval Ravikant (Founder, AngelList), who invested in the previous seed 
round.

Background
Japan is an extremely technologically advanced country, however many business 
processes remain manual, cumbersome and essentially unchanged for over 30 years 
despite advancements in technology. 
Some examples of these processes include manually creating invoices, manually
checking, then having approved, then physically posting tens, hundreds or even 
thousands of documents. This is especially painful for SMBs, which are typically 
understaffed and overworked. 

MakeLeaps enables businesses from freelancers to publicly listed companies to save 
time, reduce errors and make large gains in efficiency by moving quoting, ordering, and 
invoicing related workflows to the cloud. 
In addition, MakeLeaps enables one-click sending of invoices through email and Japan 
Post, and allows users to easily receive payments by credit card or bank transfer. 

MakeLeaps has also been essential for companies doing international business, since the 
user interface is easily changeable to English and Japanese, and MakeLeaps can 
generate multilingual and multicurrency documents.

Rakuten Ventures Japan Fund, a US$100 million fund launched early this year to target 
the next generation of early-stage innovators in Japan. MakeLeaps and Rakuten 
Ventures Japan Fund are completely aligned on the goal of improving efficiency of the 
business operations in Japan with advanced cloud technology. 

MakeLeaps Corporation 
https://makeleaps.com | TEL : 03-4550-1548

Comments 
“Today, we couldn’t be happier to announce Rakuten Ventures as our lead investor for 
our Series A. Moving forwards, the business partnership between MakeLeaps and 
Rakuten will provide significant benefits for all existing and future MakeLeaps 
customers.”  
- Jay Winder, MakeLeaps CEO

“The founders of MakeLeaps have both a clear understanding of market needs, and 
development and execution capability as an organization which has been the source of 
their continuous growth. With these strengths, we believe MakeLeaps will develop into a 
comprehensive enterprise solution in the near future.” 
- Hogil Doh, Rakuten Ventures Investment manager　

Future Prospects
MakeLeaps will expand from a fully featured business invoicing system to a 
comprehensive fintech business platform, targeting various vertical markets. Further, 
MakeLeaps will continue seeking partnerships with system integrators and business 
platforms to enable additional growth.

About MakeLeaps
MakeLeaps is the cloud business management platform for Japan. Through MakeLeaps, 
businesses can create, manage and send quotes, delivery slips, order sheets, invoices, 
and receipts. MakeLeaps works perfectly on all platforms with modern web browsers, 
including Mac and Windows.

The MakeLeaps team is very diverse, with half Japanese, half foreign, half men and 
women, and is currently hiring staff in sales, marketing and engineering. 

MakeLeaps Corporation  
5F Excel Nakameguro Building 1-4-3 Kami-meguro, Meguro-ku, Tokyo 153-0051
https: //www.makeleaps.com/en/

Contact
MakeLeaps Press Room (Aimi Mukohara)
https://www.makeleaps.com/en/press/
press@makeleaps.com / +81 3 4550 1548
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