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クラウドサービスをつなぐ FaaS インテグレーター「Chalaza」、
サービス提供開始から 9 か月間で連携アダプタ数が 100 件を突破
～データ活用と気づきを促進し業務の生産性を高め、企業の DX 推進に貢献～
三谷産業株式会社（本社：石川県金沢市／代表取締役社長：三谷 忠照、以下 三谷産業）は、クラウ
ドサービス同士の連携を可能にする FaaS※インテグレーター「Chalaza（カラザ）
」において、2020 年
6 月のサービス提供開始以来 9 か月間で連携アダプタ数が 100 件を突破したことをお知らせします。
※「Function as a Service」の略称で、サーバーレスでアプリケーション開発を可能にするクラウドサービスです。

総務省が 2020 年５月に公表した「通信利用動向調査」によりますと、クラウドサービスを利用して
いる企業の割合は上昇傾向が続き、初めて６割を超えました※。このことは企業活動においてクラウド
サービスの利用が一般化してきたことを意味しており、今後、企業活動における利便性をより高めたい
と考える企業が増加していくと予想される場合、企業では複数のクラウドサービスを導入するだけでな
く、クラウドサービス同士を連携しデータを活用していくことへの期待や重要性が高まっていくと考え
られます。
※総務省「通信利用動向調査」https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/data/200529_1.pdf

三谷産業が開発した「Chalaza」は、プログラム開発不要でさまざまなクラウドサービスを効率的に
連携させるアダプタを提供するプラットフォームです。従来は各種クラウドサービスを連携させるため
には個別のインターフェースを開発する必要がありましたが、
「Chalaza」では各種クラウドサービスと
速やかに連携することができます。これにより、開発導入コストやメンテナンスコストを大幅に削減で
きるほか、業務の効率化による生産性の向上、社員の「気づき」の促進等の効果を早期に得ることがで
きます。
連携分野は、生産管理、販売管理、会計、人事管理といった基幹系、営業支援、顧客管理、スケジュ
ール管理といった情報系など多岐にわたっています。
「Chalaza」はお客さまの業種や規模などによらず
幅広くクラウドとクラウドをつなぎ、付加価値を高めるツールです。

「Chalaza」と連携するクラウドサービスの分野
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例えば、三谷産業グループでは、グループウェア機能を備えた自社製品「POWER EGG」と、コ
ミュニケーションツールとして使用している「Microsoft Teams」を連携させ、Web 会議などのス
ケジュール情報が同期されるように「Chalaza」を活用しています。また他にもさまざまなクラウ
ドサービスを利用していますが、それらの連携に「Chalaza」を活用することにより、従来必要で
あった要件ごとの連携プログラム開発や、クラウドサービスのバージョンアップのたびに発生する
改修や動作確認テストが不要となり、開発費用・期間をかけずに簡単な設定でクラウドサービス間
の連携が可能になると見込んでいます。
今後も三谷産業は、連携アダプタの開発をスピーディーに進め、
「Chalaza」と連携できるクラウドサ
ービスの拡充により利便性を高め、お客さまの DX 推進に貢献してまいります。
■「Chalaza」のサービス概要
【価格】10,000 円～／月／アダプタ
【提供開始日】2020 年 6 月 1 日
【連携できる主なクラウドサービス名】
※下記のクラウドサービスの導入企業さまは、速やかに「Chalaza」を利用開始することができます。
・BtoB プラットフォーム 請求書
（利用企業 565,890 社［2020 年 BtoB プラットフォーム全体実績］／株式会社インフォマート）

・CAMCARD BUSINESS （利用企業 3,000 社超［2019 年 6 月時点］／ワウテック株式会社）
・Dynamics CRM （日本マイクロソフト株式会社）
・電子印鑑 GMO サイン
（導入企業数 14 万社以上［2020 年 12 月 31 日時点］／GMO グローバルサイン・ホールディングス株式会社）

・Garoon （国内延べ契約社数 6,000 社［2020 年 3 月時点］／サイボウズ株式会社）
・KING OF TIME （導入企業 26,000 社以上［2021 年 4 月時点］／株式会社ヒューマンテクノロジーズ）
・kintone （国内契約社数 19,500 社［2020 年 3 月時点］／サイボウズ株式会社）
・LINE WORKS （ワークスモバイルジャパン株式会社）
・MotionBoard ／MotionBoard Cloud for Salesforce／SPA （ウイングアーク１ｓｔ株式会社）
・Office365 （日本マイクロソフト株式会社）
・POWER EGG （導入企業 1,426 社［2021 年 3 月時点］／ディサークル株式会社）
・SAFR （国内導入企業数 30 社 カメラ台数 11,000 以上［2021 年 3 月時点］／ネクストウェア株式会社）
・Salesforce （株式会社セールスフォース・ドットコム）
・smartOCR （株式会社インフォディオ）
・Tableau Online（Tableau Software）
・クラウド会計ソフト freee／人事労務 freee
（24 万事業所 ※有料課金ユーザー企業数/会計ソフトユーザ含む［2020 年 12 月時点］／freee 株式会社）

・マネーフォワード クラウド経費／クラウド債務支払
（15 万以上の課金ユーザー ※「マネーフォワード クラウド」等の各種サービス含む［2020 年 11 月時点］
／株式会社マネーフォワード）

・リシテア／就業管理（導入実績 約 1,400 社［2020 年 9 月時点］／株式会社日立ソリューションズ）
・商奉行クラウド／蔵奉行クラウド／債権奉行クラウド／債務奉行クラウド／勘定奉行クラウド
（導入実績 65 万社［2020 年 12 月末時点］／株式会社オービックビジネスコンサルタント）

・融資クラウド Scheeme （導入企業 800 社［2021 年 4 月時点］／株式会社 Dynave）
・楽楽販売／楽楽明細／楽テル （株式会社ラクス）
サービスベンダーさまからは、Chalaza と連携する自社サービスの追加や、自社サービスと他社提供の
SaaS サービスとの連携に関するご要望もいただいており、今後も継続して新たな連携サービスをご提
供してまいります。
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■「Chalaza」と連携できるクラウドサービス運営者からのコメント
○ネクストウェア株式会社 スマートビジネス営業本部 本部長 松岡宏和さま
当社は、世界最高水準の顔認識ソリューションである「SAFR」の国内販売代理店として、顔認証シ
ステムの導入、開発、最適化支援などをワンストップでご提供しております。
顔認証はセキュリティ用途を始め、勤怠システムでの顔認証打刻や、個人を特定しない属性データ
（性別、年齢）をマーケティングに活用するなど、さまざまなサービスとの連携が期待され、利用
シーンは増々広がっております。連携機能については個別開発が必要なこともありますが、
「Chalaza」を利用することで、対応しているサービスにノンプログラミングで連携することが可
能となり、クラウドサービスのメリットでもあるスピーディーな導入が効果的に進みます。
今後「Chalaza」と連携するクラウドサービスが増えることにより、DX に向けた取り組みがより低
コスト・短期間で実現可能となると考えております。

（関連情報）
・2021 年 4 月 6 日三谷産業公表「三谷産業、次世代型経営管理クラウド『Loglass』を開発・提供する
株式会社ログラスと業務提携」
https://pdf.irpocket.com/C8285/CzAL/qa65/yQoC.pdf
・2020 年 12 月 23 日三谷産業公表「建物 OS『DX-Core』×FaaS インテグレーター『Chalaza』
、スマ
ートビルの実現に向けた共同開発を開始」
https://pdf.irpocket.com/C8285/oc0k/xRww/PSDP.pdf
・2020 年 6 月 1 日三谷産業公表「三谷産業、画期的な FaaS インテグレーター『Chalaza』を提供開始」
https://pdf.irpocket.com/C8285/gAJe/UyyZ/i8jM.pdf
（補足情報）
【三谷産業グループについて】 https://www.mitani.co.jp/
石川県金沢市で創業して 93 年、ベトナムで創業して 27 年の複合商社です。北陸、首都圏、ベトナムを
拠点に、化学品／情報システム／樹脂・エレクトロニクス／空調設備工事／住宅設備機器／エネルギー
の６セグメントで事業を展開しています。商社でありながら、時にメーカーとして、また時にコンサル
タントして、お客さまにとっての最適を追求するとともに、
「創業 90 年を越えるベンチャー企業」とし
て更なる進化へと挑戦しています。
2021 年 3 月期：連結売上高 805 億 41 百万円／連結従業員数 3,540 名
※「Chalaza（ロゴ）
」
、
「Chalaza」
、
「FaaS インテグレーター」は、三谷産業株式会社の登録商標です。
※「POWER EGG」は、ディサークル株式会社の登録商標です。
※「Chalaza」は、三谷産業株式会社の特許として申請中です。

＜お問い合わせ先＞
プレスリリースに関して：
三谷産業株式会社 経営企画本部 PR 企画室 TEL: 03-3514-6003（担当：木下・宮城）
FaaS インテグレーター「Chalaza」に関して：
三谷産業株式会社 ICT ソリューション事業部 Chalaza プロダクトマーケティング課
TEL: 03-3514-6010
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