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freee 株式会社 

GMO ペパボ株式会社 

 

freee が GMO ペパボと業務提携 

 minne 作家向けプラン「会計 freee for minne」の提供を開始 

 
freee は、GMO ペパボ株式会社との業務提携を開始したことをお知らせします。GMO ペパボが運営する

国内最大（※）のハンドメイドマーケット「 minne by GMO ペパボ（以下、minne）」の作家向けに

「クラウド会計ソフト freee」の専用プラン「会計 freee for minne」を提供します。スマホでも完結す

る、簡単便利な確定申告機能の提供を通じ、新しい働き方にチャレンジするみなさまの支援を強化してま

いります。 

（※）2017 年 11 月末時点、国内ハンドメイドマーケット運営主要 4 サービスの公表登録作家数を比較【GMO ペパボ調べ】 

 

■ インターネットを活用した新しい働き方の支援を強化する「minne」との提携 

「minne」は、2012 年のサービス提供開始以来、オンライン・オフラインを問わず対面販売イベントや

作家向け勉強会の開催のほか、プロモーション施策を実施し、ものづくりの楽しさをより多くの方に広

げ、ハンドメイド作家という新しい働き方をサポートするべく、様々な取り組みを行っています。しかし

ながら、自分の能力や技術を生かした新しい働き方にチャレンジする方々にとっては、簿記や経理の知識

がないなかで、日々の経理業務や確定申告などの煩雑な業務が大きな悩みとなっていました。 

freee では、2014 年 2 月より「クラウド会計ソフト freee」の iOS アプリ（Android 版は同年 4 月よ

り）をリリースし、現在では会計アプリで DL 数 No.1（※）となるなど、多くの方にご利用いただいてお

ります。場所やデバイスに捉われず、いつでも簡単に、効率的な経理業務を行っていただけるサービスの

提供を通じ、新しい働き方にチャレンジする方々の支援を行ってまいります。 

（※）iTunes App Store および Google play ストア上の DL 数より。 2017 年 12 月 19 日時点 当社調べ 
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■ 両社で推し進める具体的な施策について 

今回の業務提携により、freee は GMO ペパボと共同で以下の施策を実施してまいります。 

 

・ 「minne」作家様専用プラン「会計ソフト freee for minne」の提供 

「minne」にご登録いただいている作家の方に対し、freee の専用プラン「会計ソフト freee for 

minne」を提供します。 

 

・ 全国 3 都市でのクラウド会計ソフトを活用した確定申告セミナーの開催 

freee と GMO ペパボの共催で、東京・大阪・福岡の全国 3 都市で「minne」に登録する作家向けに

「クラウド会計ソフト freee」を活用した、確定申告セミナーを開催します。 

 

＜minne × freee 確定申告セミナー概要＞ 

セミナー名称 minne 確定申告セミナーsupported by freee 

日時 2018 年 1 月 20 日（土） 10：00～12：30（開場 9：30） 

会場 渋谷区セルリアンタワー（渋谷区桜丘町 26-1） 

定員 40 名（お申し込み多数の場合は、抽選となります） 

内容 

・確定申告セミナー 

・「クラウド会計ソフト freee」の使い方セミナー 

・質疑応答 

・交流会 

費用 

1,000 円（税込） 

※「クラウド会計ソフト freee」または「会計 freee for minne」をご利用中の方

は無料です。 

お申し込み方法 http://blog.minne.com/?eid=537 よりお申し込みください 

備考 
大阪、福岡、東京（2 回目）での開催につきましては、1 月上旬に minne 通信

（URL：http://blog.minne.com/?eid=537）にてご連絡いたします。 

 

■ ハンドメイドマーケット「minne」について 

「minne」は、現在 39.3 万人の作家の手が生み出した 676 万点以上の作品が集まる、国内最大のハンド

メイドマーケットです（2017 年 11 月末時点）。アクセサリーやステーショナリー、家具、生活雑貨、食

品など様々なジャンルの作品を手軽に展示・販売・購入ができ、作家の皆様には手軽に作品を発表し販売

できる場を、贈り物や特別なアイテムをお探しの方には一点ものや個性豊かなアイテムとの出会いをそれ

ぞれ提供しています。 

 

■ GMO ペパボ株式会社について 

GMO ペパボは「インターネットで可能性をつなげる、ひろげる」というミッションのもと、レンタルサ

ーバー「ロリポップ！（ https://lolipop.jp/ ）」やネットショップ運営サービス「カラーミーショップ

（ https://shop-pro.jp/ ）」、国内最大のハンドメイドマーケット「minne」、オリジナルグッズを手

軽に作成・販売できる「SUZURI（ https://suzuri.jp/ ）」をはじめとする個人向けインターネットサー

http://blog.minne.com/?eid=537
http://blog.minne.com/?eid=537
https://lolipop.jp/
https://shop-pro.jp/
https://suzuri.jp/
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ビスを提供しています。場所や時間、背景にとらわれず、いろいろな方がインターネットで可能性を開花

し、活躍するための環境を創造していくことを目指しています。 

また今後は、GMO ペパボの新たな取り組みであるクリエイターマネジメント（URL：

https://pepabo.com/news/information/201712081200）を通じて、作家をはじめとするクリエイタ

ーの思い描く未来を実現するお手伝いをしてまいります。 

＜会社概要＞ 

会社名  GMO ペパボ株式会社 

代表者  代表取締役社長 佐藤 健太郎 

設立   2003 年 1 月 10 日 

資本金  1 億 5,967 万円（2016 年 12 月末現在） 

所在地  東京都渋谷区桜丘町 26-1 セルリアンタワー 

 

■ freee 株式会社について 

「スモールビジネスに携わる全ての人が創造的な活動にフォーカスできるよう」をミッションに掲げ、人

工知能（AI）技術を使った最先端の機能開発や金融機関との連携により、バックオフィス業務効率化のソ

リューションを提供している。 

＜会社概要＞ 

会社名  freee 株式会社（登記名：フリー株式会社） 

代表者  代表取締役 佐々木大輔 

設立   2012 年 7 月 9 日 

資本金  96 億 603 万円（資本準備金等含む） 

所在地  東京都品川区西五反田 2-8-1 ファーストビル 9F 

＜提供サービス＞ 

「クラウド会計ソフト freee」  https://www.freee.co.jp 

「人事労務 freee」   https://www.freee.co.jp/hr 

「マイナンバー管理 freee」  https://www.freee.co.jp/my-number 

「会社設立 freee」   https://www.freee.co.jp/launch/ 

「開業 freee」   https://www.freee.co.jp/kaigyou 

「freee カード」   https://www.freee.co.jp/card 

「経営ハッカー」   https://keiei.freee.co.jp/ 

「パラキャリ」   https://parallelcareer.freee.co.jp/ 

 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

freee 株式会社 広報 (PR) 

原 晃則 (Akinori Hara) E-mail: pr@freee.co.jp  

https://pepabo.com/news/information/201712081200
https://www.freee.co.jp/
https://www.freee.co.jp/hr
https://www.freee.co.jp/my-number
https://www.freee.co.jp/launch/
https://www.freee.co.jp/kaigyou
https://www.freee.co.jp/card
https://keiei.freee.co.jp/
https://parallelcareer.freee.co.jp/

