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社名

2015年 8⽉

福⽥ 裕⼆

67名（2019年12⽉）

福岡市中央区天神1丁⽬ 2-4 2F

カラビナテクノロジー株式会社

設⽴⽇

本社

社員数

代表

01 会社概要

会社概要
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01 会社概要

資本・業務提携会社

3

ウェブサイトやカタログによる⼀般消費者
への有機野菜、特別栽培農産物、無添加加
⼯⾷品等、安全性に配慮した⾷品・⾷材の
販売

ファッション系ECサイトのプラットフォー

ム運営、物流、カスタマーサービス等の⽀
援



ど ん な 会 社 ？

02 どんな会社？
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02 どんな会社？

カオスなあだ名で呼び合う

5

メンバーは皆カラビナネームで呼びあっています。新⼊社員は⼊社前に「⼤事な会議」という名⽬
で会社に来て頂き、メンバーから質問攻めされます。そこで出たワードから連想されたワードで名

前を付けます。基本的に、よりカオスな名付けを⾏い、そこでカラビナカルチャーを初体感しても
らいます（笑）

ユージ ジョニー ワサビ 1010 ブルストフ ジャガー

⽊村 井上陽⽔ んだ ツチロー 104104 関⽻



朝会なし。⾃分のタイミングで出社と退社
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02 どんな会社？



リモートワークを⾏いやすい環境
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終⽇リモート

26%

半⽇
リモート

20%

通常出社

54%

2019/9/12 slackのあいさつより

#リモートするときはslackで共有

#⼦育ての⽅には喜んでもらえるリモート制度

#リモートの理由は特に必要なし（なんでもOK）

#リモートワークの⽇数制限なし

#リモートで⼀⼈作業をすることで⽣産性UPも

#セキュリティ環境を整えてリモートワーク

02 どんな会社？



フリーアドレス & 固定席

8

#社⻑席なし！笑

（社⻑のゆーじさんもフリーアドレス）

#毎⽇⾊々な場所で仕事してOK

#⾃分の席を固定して⾃席を使い倒すもOK

#会議は会議室でもwebでもメンバー都合でOK

02 どんな会社？



有給がとりやすい仕組みと雰囲気

9

有給申請⽅法が簡単。スプレッドシートに有給⽇をマークして、slackで申請するだけ。
特に理由も必要ないですし、好きに⾃由に使って⼤丈夫な雰囲気がカラビナにはあります。

メンバーみんなが属⼈化しないような仕事を⼼がけているのも、有給をとりやすい理由の１つです。

02 どんな会社？



社内情報はメンバーにオープン
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#Slackのチャネルは基本全て公開チャネル

#ただしサプライズでプライベートはOK

#SlackのDMもOK

#GoogleDriveでメンバーに全員に情報共有

#公開しない情報は給与情報くらい

#情報が平等なので、フラット組織が作れる

02 どんな会社？



経営者ではなく、社員が経営⽅針を決める

11

カラビナでも、通常経営者が考えるような⼈事制度や社内ルール・経営⽅針をエンジニアが主体的

に決めています。⼊社時に好きな課に所属し、そのグループ内で議論しつつ新しい制度を作ってい
きます。評価制度や福利厚⽣なども、興味があるメンバーが集まって決めていくのがカラビナです。

イベント課
社内イベントの企画と運営
⽉１ジョニパの企画と議題の選定

新⼈課 カラビナネームを決める会議の実施
初出社のスムーズなフローの考案

オフィス課
オフィス機器、レイアウトの考案
コーヒー、ティー、お菓⼦等の選定

情シス課
ネットワーク環境の考案と環境構築
セキュリティ強化の考案や管理

財務課
福利厚⽣の新しい仕組みを考案
財務情報の⾒える化とコスト削減

PR課 広報⽤メンバーインタビューを実施
会社紹介動画やスライドの作成

HR課
プロフィール帳の考案と実施
合宿の⽬的やコンテンツを選定

評価制度
委員

新しい評価⽅法について考案
メンバーを巻き込むトライアル実施

02 どんな会社？



12

⼼理的安全性がある

情報格差がない平等に決定権がある

カラビナではトップダウンでルールを決め
ることをしません。社⻑もインターンも業

務委託も社員も、みんな公平な⽴場で議論
し、どうするのがカラビナにとってベスト

なのか考えてルールを決めます。
みんなでルールを決めるためには、情報格
差がないことや、⼼理的安全性がある環境
であることなど、様々な前提条件が必要な

ので、カラビナではそんな社内環境を作っ
ています。

経営へ関⼼が⾼い

みんなでルールを決める⼟台

トップダウンで意思決定しない

02 どんな会社？



「ジョニーパーティー」というエンターテインメント全体会議
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#「全体会議」「納会」という名前は堅苦しくて、カラビナらしくなかった
#フラットに楽しくコミュニケーションがとれる姿は「会議」というより「パーティー」

#当時ジョニーが司会していたので、ジョニーパーティーに改名
#⽉１回全員が集まり、組織のフェーズに合ったアジェンダで1.5hのエンターテイメントを⾏う

ジョニーパーティー（11/29）
17:10 - 17:15  今⽉のアナウンス
17:15 - 17:25  MPチーム
17:25 - 17:40  ECbackendチーム
17:40 - 17:50  PR課
17:50 - 17:55  海外案件チーム
17:55 - 18:00  情シス課
18:00 - 18:05  jony ted 2
18:00 - 18:30  uzさんQAセッション

02 どんな会社？



副業OK、起業OK、社外活動は⾃由
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#副業OK、起業もOK

#ライターやスタートアップと兼業していたり

#個⼈的に⾼校でキャリア教育の授業したり

#⾊んなひとがいるから⾯⽩い

#エンジニア勉強会を主催する⼈が多い

#社⻑も⾊々な会社を兼業

02 どんな会社？



プライベート。職場に持ち込みを推奨

15

カラビナは「会社にプライベートを持ち込もう」というスタイルです。私服OK・ヒゲOK・サン
ダルOK。就業中に好きな映画の話をしてもいいし、もちろんお⼦さんを連れてきても全然OKで

す！仕事の⾃分とプライベートの⾃分を分けて⽣きるのではなく、会社のメンバーと遊ぶし、遊
ぶメンバーと⼀緒に仕事をするのがカラビナです。

02 どんな会社？



ちょっとした感謝に「Hey Taco!」

16

カラビナにはメンバーを互いに思いやる⽂化があります。そこで、ちょっとした思いやりに対して
感謝できる仕組みを「Hey Taco!」というツールをslackに導⼊して利⽤しています。

沢⼭感謝された⼈にはタコスのお菓⼦をプレゼントするくらいですが、みんなで楽しんでいます。

02 どんな会社？



「ピッツァ」というオリジナル評価制度

17

ピッツァ制度とは

概念：
・エンジニアはピッツァ⾷うだろ
・ピッツァを分け合おう
・ピッツァのサイズはどんどん⼤きくしよう

概要：
・⾃⼰⽬標とそれを達成した場合に何%給与を上げたいかを申請
・半年後に達成度を確認し、実際に給与を何%上げるか決める

02 どんな会社？



で 、 何 や っ て い る 会 社 ？

03 で、何やってる会社？
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03 で、何やってる会社？
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2015.8 2016.4 2017.4 2018.4 2019.6

Frontend & Designer

Other

Backend Engineer

#設⽴から約４年でメンバー67名

#残り１割は経営者/庶務担当/組織づくり担当

#管理部や営業職は存在しない

#異業種からの⼊社も多い（教師・営業など）

#グローバルなメンバーも多い

（ベトナム、フィンランド、エジプトなど）

９割がエンジニアまたはデザイナーの会社



03 で、何やってる会社？

経営理念
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や り た い こ と を
や り た い よ う に
や れ る よ う に す る



受 託 開 発 や っ て ま す

04 受託開発やってます
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04 受託開発やってます

ECシステム開発

22

顧客管理

在庫管理

返品処理

受注管理

決済処理 出荷処理

ECサイト

外部連携 商品管理

ECサイトの開発保守業務では、顧客や在庫・

受注の管理、決済や出荷・返品交換業務など、
様々な運⽤フローとシステムフローを理解して

対応する必要があります。弊社では、提携会社
のオイシックス・ラ・⼤地株式会社とダイヤモ

ンドヘッド株式会社のEC開発・保守経験を強
みにし、様々なECサイト関連システムの開発
保守業務を⾏なっております。



04 受託開発やってます

フロントエンド開発

23

フロントエンドの業務はデザインからコーディ

ングまで幅広いスキルが必要になります。コー
ディングにおいてはHTMLやCSSだけではな

く、JavaScriptを⽤いたインタラクションやミ
ドルウェアを含む機能的な実装など、⾼度なス

キルを要求されることもあります。そのため、
カラビナではそれぞれの得意分野が活かせる開
発体制を作り、チームワーク⼒で様々な案件を

⾏なっていきます。

サイト設計（情報設計）

ワイヤーフレーム

デザイン

コーディング

テスト

公開



こ ん な ⾔ 語 使 い ま す ！

05 こんな⾔語使います！
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05 こんな⾔語使います！
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Backend
DB・SQL関連



デザインツール CMS

ビルドツール

05 こんな⾔語使います！
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Frontend



カラビナでお待ちしております！
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