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ASTERIA Warp 20 周年 記念サイトを開設「すべての“つなぐ”のそばに。」
創業者による 開発秘話 や 20 年の歩みを紹介、周年記念キャンペーンも実施！
オリジナル NFT アート作品 も作成！ OpenSea でオークションに出品予定
アステリア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：平野洋一郎、証券コード：
3853、以下 アステリア）は、企業データ連携（EAI/ESB）製品の国内市場においてソフトウェア
市場で 15 年間連続シェア No.1※１を継続している「ASTERIA Warp（アステリア ワープ）」が、
6 月 25 日に発売から 20 周年を迎えることを記念した特設サイトを開設することを発表します。
また、発売 20 周年記念として当社オリジナル NFT アートも作成。一般応募による抽選配布と
NFT マーケットプレイス OpenSea のオークションに出品し購入者に配布する予定です。
■発売 20 周年記念特設サイト開設背景
アステリアは、20 年前の 2002 年 6 月 25
日に完全ノーコード※２でデータ連携を実現
し、業務の自動化を支援するソフトウェア
「ASTERIA Warp」（発売時の製品名称：
「ASTERIA R2」）の販売を開始するな
ど、創業当初からプログラムコードを１行
も書かずにコンピューターを制御するノー
コード開発の実現とその普及に取り組んで
きました。
ASTERIA Warp 20 周年記念キャンペーン・アイキャッチ
「ASTERIA Warp」の現在までの導入
社数は 9,664 社（2022 年 3 月末現在）。
企業データ連携市場（EAI/ESB）では 15 年間連続で市場シェア No.1 を誇り、データ連携ツール
として国内シェア 40%以上を占めています。また、ASTERIA Warp のパートナー制度には現在 80
社を超える企業が参画し、ソリューション提供や開発サポート等を通じて関連事業を拡大してい
ます。多様なソフトウェアやテクノロジーとの連携機能を兼ね備えた ASTERIA Warp は、誰もが
もっと簡単・安全につながる世界を目指して多様な“つなぐ”をお届けしています。

アステリアでは 2022 年 6 月 25 日に ASTERIA Warp が発売開始から 20 周年を迎えることを記
念してパートナーやユーザーへの感謝や今後も”つなぐ”技術を啓発する思いを込め、「ASTERIA
Warp 20 周年記念サイト」を開設。特設サイトでは 20 年間の歩みや、開発秘話、今後の可能性に
ついて紹介するとともに、ASTERIA Warp20 周年を記念したクイズ（クロスワード）などのキャ
ンペーンも実施します。
【ASTERIA Warp 20 周年記念サイト／キャンペーン概要】
20 周年記念サイト

https://www.asteria.com/jp/warp20th/

記念サイトコンテンツ

ASTERIA Warp の 20 年間の歩み、開発秘話、事例、今後の可能性

キャンペーン開催期間

2022 年 6 月 24 日（金）〜7 月 24 日（日）

キャンペーン応募フォーム

https://forms.gle/sXULUVHmWLXzXwBQ6
クロスワード正解者に Amazon ギフト券をプレゼント

キャンペーン賞品

キャンペーン参加方法

・初級：先着 200 名／Amazon ギフト券 1,000 円分
・上級：抽選 200 名／Amazon ギフト券 3,000 円分
① ASTERIA Warp 公式 Twitter（@ASTERIAjp）をフォロー
② クロスワードの初級か上級のいずれかに挑戦！
③「#アステリア Warp20th」を付けて Twitter シェア
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■ASTERIA Warp 発売 20 周年記念 NFT アートの概要
デジタル作品を唯一無二のものとして証明できる NFT（Non-Fungible Tokens）は、アート業
界でデジタルアーティスト・Beeple（ビープル）の NFT 絵画が最高額約 75 億円の値をつけて落
札されるなどかつてない盛り上がりを見せました。日本でも 6 月 7 日に閣議決定された「経済財政
運営と改革の基本方針 2022」※３において NFT の利用推進が明記されるなど、デジタル資産の普
及は今後も拡大していくことが予想されています。
そこで、アステリアではデジタル資産やメタバースを含めた未来のビジネスモデルを探るコン
セプトシンボルとして、ASTERIA Warp20 周年を記念した当社オリジナル NFT アートをデザイ
ンしました。ASTERIA Warp で使用されているアイコン約 300 種類を使って当社ロゴをデザイン
した NFT アート 19 点は特設サイトからの抽選により配布（無償）するとともに、2002 年発売当
初の製品ロゴ（ASTERIA R2）を復刻させた唯一無二の作品 1 点は NFT マーケットプレイス
OpenSea に出品し、オークションでの売上はウクライナ避難民の支援団体に寄付する予定です。
【20 周年記念 NFT アートについて】
オークション＆
抽選応募期間

6 月 27 日（月）10:00 ～ 7 月 1 日（金）17:00

抽選応募サイト

https://forms.gle/1bVJkAhU147tjGiSA

NFT 概要説明動画

https://youtu.be/JrfDERBoVtg

※オークション参加方法はアステリア公式 Twitter（@asteria_corp）にて案内予定

※1：出典／テクノ･システム･リサーチ社「2021 年ソフトウェアマーケティング総覧 EAI/ESB 市場編」
EAI/ESB は、それぞれ Enterprise Application Integration、Enterprise Service Bus の略で企業内外の
データ連携を司る製品カテゴリーを指す。
※2：ソースコードを書かなくてもソフトウェアやアプリ等の開発ができる仕組み。
※3：https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2022/2022_basicpolicies_ja.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■「ASTERIA Warp」について（ Web サイト https://www.asteria.com/jp/warp/ ）
EAI/ESB 製品の国内市場において 15 年連続シェア No.1 製品である「ASTERIA Warp」は、
異なるコンピューターシステムのデータを、ノーコードで連携できるデータ連携ツールです。メ
インフレームやクラウド上のサーバーから表計算ソフトまで、様々なシステム間の接続とデータ
の変換を行うロジックを複雑なプログラミングなしで行えることが評価されています。ASTERIA
Warp Core は、ASTERIA Warp の厳選された機能を初期費用 0 円、月額 30,000 円からのサブス
クリプション形式で「手軽」にご利用いただけます。様々なシステムやサービスと迅速に連携す
ることで業務自動化やデータ活用を実現します。
■「アステリア株式会社」について（ Web サイト https://www.asteria.com/ ）
1998 年に創業し、2002 年に最初のノーコード製品の提供を開始したアステリア株式会社（当時
インフォテリア株式会社）は、企業内の多種多様なコンピューターやデバイスの間を接続するソ
フトウェアやサービスを開発・販売しています。主力製品の ASTERIA Warp は、異なるコンピュ
ーターシステムのデータをノーコードで連携できるソフトウェアで、大企業、中堅企業を中心に
9,664 社（2022 年 3 月末現在）の企業に導入されています。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------【プレスリリースに関するお問い合わせ先（報道機関窓口）】
アステリア株式会社 広報・IR 部：長沼史宏・齋藤ひとみ
TEL:03-5718-1297 ／携帯:080-7709-5212（齋藤） ／ E-mail: press@asteria.com
【製品・サービスに関するお問い合わせ先】
アステリア株式会社 マーケティング本部：東出 武也
TEL:03-5718-1250 ／ E-mail: pm@asteria.com
【ブロックチェーン・NFT のコンサルティングに関するお問い合わせ先】
アステリア株式会社 ノーコード変革推進室：奥 達男
TEL:03-5718-1250 ／ E-mail: toku@asteria.com
アステリア、ASTERIA、Handbook はアステリア株式会社の登録商標です。
その他記載されている会社名、製品名、サービス名、ロゴ等は各社の商標または登録商標です。
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