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株式会社 one visa

外国籍従業員のビザ申請管理サービスの one visa
総額約 4.5 億円の資金調達を実施

オンラインによるビザ申請・管理支援サービス「one visa（ワンビザ）
」を提供す

る株式会社 one visa（本社：東京都渋谷区、代表取締役 CEO：岡村アルベルト、以

下「当社」）は、全保連株式会社、株式会社セブン銀行、株式会社大垣共立銀行、キャ
ナルベンチャーズ株式会社、株式会社サイバーエージェント（藤田ファンド）、

ANRI を引受先とする第三者割当増資及び、日本政策金融公庫の資本制ローンに基

づく融資にて総額約 4.5 億円の資金調達を実施したことをお知らせします。なお、

ANRI は 2017 年 11 月にも 5 千万円の出資を実施しており、今回追加の出資となり
ます。

▼資金調達の目的

one visa は 2017 年 6 月のサービスリリース以降、プロダクトの改善を続けてまい
りました。現在約 470 社に導入されており、今回調達した資金を活用して、one

visa のユーザー増加に向けた広告投資及び営業活動を活発化させるための人材採用
を行うことで、one visa 利用企業の増加ペースを加速させ、急増する外国籍人材の
活躍を後押ししてまいります。

並びに 2018 年 8 月よりカンボジアで展開している海外拠点の運営を強化すること
で、2019 年 4 月に施行された新在留資格「特定技能」を活用した海外人材来日・

定住支援サービスの展開を加速させ、国籍に関わらず多くの人々が挑戦できる世界
の実現に向けて邁進していきます。

▼第三者割当増資引受先よりコメント
■株式会社サイバーエージェント

代表取締役社長

藤田 晋 氏

若手経営者を応援させて頂く目的で藤田ファンドから投資させて頂きました。

「世界から国境をなくす」という one visa のビジョンに強く共感し、また、岡村社
長が描くスケールの大きな事業構想が素晴らしくこの度応援させて頂きます。

one visa は外国人就労者が抱える様々な問題を解決できると期待しています。
■全保連株式会社

代表取締役 迫 幸治 氏
煩雑な在留申請手続きや日本特有の慣習など、外国籍の方々が安心して日本で活躍

して頂くためには様々な支援が欠かせません。「社会に貢献し、安心をお届けする」
を理念とする当社は、家賃債務保証業を通じて one visa との協力・連携体制を構
築し、多様性と永続性に満ちた社会を目指して参ります。

■株式会社セブン銀行

代表取締役社長

舟竹 泰昭 氏

セブン銀行は、事業を通じて「社会課題解決への貢献」と「価値協創」に対し、
「誠

実」に取組み「社会の期待と信頼」に応えたいとの想いより、2011 年から在日就

労外国人向けに、安価な海外送金サービスを提供してまいりました。one visa 様の
就労外国人の「不」をなくしたいとの想いと、当社の「多文化共生社会への貢献に
努めたい」との理念は一致しており、今後、外国人の金融サービス面での「不」の
解決を one visa 様と共に推進していきたいと考えております。
■株式会社大垣共立銀行

取締役頭取

土屋

嶢

氏

「世界から国境をなくす」one visa の掲げる世界観にシンパシーを感じ、出資させ

ていただきました。ダイバーシティが浸透しつつある日本社会において、外国人就
労者が抱えるペインを解消し、より豊かなコミュニティの実現を目指して、ＯＫＢ
は金融の側面から one visa とともに協業ビジョンを描いていきます。

■キャナルベンチャーズ株式会社

代表取締役 保科 剛 氏
キャナルベンチャーズは「デジタルトランスフォーメーション」をテーマとして投
資活動をしております。出入国管理法が改正されたことにより、今後ますます増加
するであろう外国人就労者にとって、働きやすい環境、定住しやすい環境とはどう
あるべきか？ キャナルベンチャーズは one visa 社とともに、これからの「未来の
あたりまえ」にチャレンジしていきます。
■ANRI

代表パートナー 佐俣 アンリ 氏
海外から日本に働きに来ていただける方が、快適に就労に専念できない。そのため
に日本が魅力的に映らなくなる。これは国難です。それを解決するために邁進する
one visa を強く応援しています。

one visa について

サービス名 : one visa
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: https://onevisa.jp/

オンラインビザ申請支援サービス「one visa（ワンビザ）」とは

ビザ申請・管理の法人向け WEB サービス。「ワンクリック申請書類作成」「メンバー管理」「代
理申請」の３つの機能で、外国籍社員のビザ申請、更新タイミングの管理、従業員からの問い
合わせ対応までワンストップで対応。外国籍社員のビザ申請にかかる工数を大幅に削減できる
ほか、コストを業界平均の半額以下で抑えることが可能。

学習機会提供からビザ取得、定住支援までを一気通貫で行う「海外人材来日・定住
支援サービス」概要

海外人材来日・定住支援サービス

海外人材に対して来日前支援、来日支援、定住支援までを一気通貫で行うサービス。2018 年 12
月にス タート。来日前支援としては日本語教育及び業務知識の教育、来日支援として「one
visa」を利用したビザ取得、定住支援と してビザ

取得時に収集する情報を基軸とした信用スコアリ

ング を行うことで、海外人材に独自の与信を付与
し、クレジットカ ードの発行や家賃保証など、従
来外国籍の方が利用することが 困難だった金融サ
ービスの提供を目指している。

現在、その第 一弾として株式会社セブン銀行と提
携し、従来は来日後半年か かる口座開設を、来日

とほぼ同時にできるようにするサービスを準備中。

独自の教育機関「one visa Education Center」とは

日本語教育を専門とする関西大学の監修のもと、「特定技能」を取得するために必要な日本語能
力検定 試験 4 級レベルを習得することを目指し、高水準な日本語学習機会を提供。また、一般
的な日本語学校 や送り出し機関とは異なり、学生からは一切授業料等の費用を徴収しないこと
で、経済的に持続可能な 仕組みの構築を目指している。

教育機関名 : one visa Education Center

設

立

所 在 地

: 2018 年 9 月

: カンボジア プノンペン

代表者・会社概要

株式会社 one visa 代表取締役 CEO 岡村 アルベルト

1991 年ペルー生まれ。日本とペルーのハーフとして生まれ、
8 歳で来日。幼少期に友人が強制送還された経験からビザに

関する問題を解決すると志す。大学卒業後、東京入国管理局
の窓口で現場責任者を務め、年間 2 万件を超える ビザ発給

に携わる。2015 年に起業し、2017 年 6 月にビザ取得サービ
スである one visa をリリース。

会社概要

社名

設立

代表者

事業内容

所在地

URL

： 株式会社 one visa

： 2015 年 9 月 11 日

： 代表取締役 CEO 岡村 アルベルト

： one visa の企画・開発・運営・販売

： 東京都渋谷区桜丘町 14-6 黑松ビル 6F

： https://www.onevisa.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社 one visa

TEL:03-4405-4987

広報担当 野田

MAIL: info@onevisa.jp

