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1. 会社について 
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・会社名             株式会社オープンロジ 

・所在地             豊島区東池袋1-34–5いちご東池袋ビル9階　　　　　   

・設立年月          2013年12月 

・資本金             27.5億円（資本準備金含む） 

・代表　             代表取締役CEO 伊藤秀嗣 

・株主　              EightRoadsVentures、SpiralVentures、 
                            InfinityVentures、SMBC VC、シニフィアン、 
　　　　　　　  千葉功太郎、新井隆二、大前研一、創業者 
・事業内容          物流プラットフォーム事業       

・サービス開始   2014年10月 

・ビジョン          物流の未来を、動かす                    

・URL                 https://openlogi.com 

・従業員数          96名（アルバイト含む）＊2020年11末月時点

会社概要 沿革
2013年12月　当社設立 

2014年10月　サービスリリース　　　　　   

2015年3月　  0.6億円の資金調達 

2015年4月      海外発送開始 

2015年10月　ネクストエンジンとAPI連携 

2016年5月　  2.1億円の資金調達 

2017年7月　  7.3億円の資金調達 

2018年1月　  GoQSystemとAPI連携      

2018年4月　  JETROプラットフォーム実証実験に採択 

2018年5月　  Stores.jpとPF内API連携                    

2018年6月　  Yahoo!ショッピングとAPI連携 

2018年7月　  ShopifyとAPI連携 

2018年8月　  イーバイグローバルと提携 

2018年10月    シニフィアンと資本業務提携 

2019年7月      eBayとAPI連携 

2019年8月　  週刊東洋経済「すごいベンチャー100」に選出 

2020年10月　17.5億円の資金調達
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ミッション

「物流の未来を、動かす」
その想いをもとに立ち上がった私たちは、もうはるか先を見すえている。

目指すは、物流から生まれる、新たな価値と経済圏だ。

物流はこれから、テクノロジーがより浸透し、ダイナミックに変化する。
これまでアナログだった物の流れがデジタルになり、高効率化された未来が到来する。

物をつくる人とそれを欲しい人、その間の物流や配送がすべてネットワーク化され、
需要と供給が最適化される。

物流の進化から、経済が新たに活性化していく。
私たちは、そんな物流の未来を動かす次世代のインフラをつくり、
この時代の変革を、物流に関わる多くの情熱たちと共に成し遂げる。



サイロ化された物流の課題

EC事業者 

倉庫会社

配送会社

倉庫会社

価格が不透明 
で分かりづらい

連携取れてない 
（配送効率が悪い）

現場がアナログで 
人力対応 

（無駄な仕事が多い）

EC市場の成長に 
ドライバー不足 
（物が運べなくなる）

・市場が年率8%成長してい
る。新規参入も多い。

・物流業務について手探り状態

倉庫会社

負荷分散することがで
きてない（受給最適化が
できてない） 

業務フローやシステムが 
荷主ごとに異なる 
（標準化ができてない）

・中小事業者が多い（80%～
90%占める）



テクノロジーを使い、サイロ化された物流をネットワーク化し 
データを起点にモノの流れを革新する

配送ネットワークの効率化が急務 
無駄の少ない効率的な物流網を構築する

物流データを起点とした新しい商
流網を構築する

荷主・倉庫にとっても物流について 
悩まなくて良い状態を作る

悩まない物流 物流から商流へ無駄のない物流

ビジョン
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伊藤 秀嗣（代表取締役CEO） 
ネットエイジ、富士山マガジンサービスを経て 
2013年12月に当社設立、代表取締役社長就任

相澤 景介（VP of BizDev） 
ヤフー、LEMOを経て2015年5月に当社入社 
2018年6月執行役員就任

  及川 直彦（CSMO） 
電通、ネットイヤー（CMO）、マッキンゼー、電通コンサルティン
グ（代表取締役社長）、APT（日本代表）を経て2019年9月当社入社

 湊 竜吾（COO） 
NTTデータ、MBA取得、ミスミ、シグマクシス（戦略グルー
プ/マネジャー）、RIZAPグループ（グループ子会社の企業再
生業務）を経て、2019年7月当社入社

 御園 哲郎（Logistics Development / GM） 
UPSジャパン、Amazonジャパンで14年の経験を経て、 
2019年8月当社入社

 柳 聖基（CPO 兼 Head of CEO Office） 
野村證券、ハーバード・ビジネス・スクール MBA取得。M&Aや資金
調達、IR、中長期経営計画の策定など、幅広いアドバイザリー業務に
従事。2020年3月当社入社

  弘島 晃（CPO） 
ソニーグローバルコミュニケーション、DeNA（モバオク代表
取締役社長、DeNAヘルスケア事業担当CTO/エンジニアボード
メンバー）を経て、2020年3月当社入社

マネジメントメンバー

五十嵐 正人（VP of Engineer） 
富士通、ネットエイジ、富士山マガジンサービスを 
経て、2014年10月に当社入社

  山本 恭生（Accounting & Administration / GM） 
日本アジア投資株式会社にてベンチャーキャピタル業務を担当 
2017年に当社入社

  高橋 哲（VP of BizDev） 
富士通、Amazonジャパンを経て2020年9月に当社入社



株主メンバー

村上 誠典（株主） 
東京大学大学院卒業後、ゴールドマン・サックス証券入社。
大手テクノロジー企業のカバレッジ、M&Aチーム、セクター
責任者の3チームを兼任。シニフィアンを設立共同代表就任

村田 純一（社外取締役）＊Series Bリード 

フィデリティの自己資金投資部門であるEight Roads の初
期メンバーとして参画、現在パートナー。主としてSaaS、
メディアの領域をカバー。リード投資家として複数の会社
の社外取締役／ボードオブザーバーを勤める。

小林 賢治（株主） 
東京大学大学院卒業後、株式会社コーポレート ディレクション、
株式会社ディー・エヌ・エー同社取締役、及び執行役員を経てシ
ニフィアン株式会社を設立し、共同代表を務める。

岡 洋（社外取締役）＊Series Aリード 

2012年に株式会社IMJインベストメントパートナーズ（現Spiral 
Ventures Pte.Ltd.）の立ち上げから参画。2019年6月スパイラル・イ
ノベーション・パートナーズ代表パートナーに就任。2016年5月当社
社外取締役就任。

Confidential （社外秘）

田中 章雄（社外取締役）Seedリード 
インフィニティ・ベンチャーズLLP共同代表パートナー。マ
クロメディア日本法人CTO、アドビ本社でアジアを中心とし
た国際ベンチャー投資を統括し、現職。

新井 隆二（株主） 
1946年群馬県高崎生まれ。ビックカメラの創業者。フォーブ
ス2007年度「日本の富豪40人」に選ばれる。

大前 研一（株主） 
ビジネス･ブレークスルー 大学学長。マッマサチューセッツ
工科大学博士。マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社
長、常務会メンバー、アジア太平洋地区会長、他要職を歴任

千葉 功太郎（株主） 
慶應義塾大学卒業後リクルート、株式会社コロプラ取締役副社社長等
を経て、 現在、国内外インターネット業界の著名エンジェル投資家。
Drone Fund 代表パートナー他多数の要職を兼任。



Confidential （社外秘）
シリーズC資金調達を実施（2020/10/22リリース）

新たに事業会社（総合商社・配送会社・金融機関）を株主に迎え、エクイティ・デッドを含め、 

総額17.5億円を調達（累計で27億円）、全国の倉庫ネットワークの拡大及び事業成長を加速

Confidential （社外秘）

（双日）

（セイノーHD）

＊（伊藤忠商事）
間接出資



ロジスティクスビジネス 

巻頭インタビュー
NEXT THE FIRST 46 

「次代を担う市場の開拓者」

週刊東洋経済

「すごいベンチャー100」

メディア掲載実績

181件掲載メディア掲載実績（2020年）

季刊ECzine 

「定点観測 物流」の連載 
（2018年9月25日発売号から連載開始）



アイコンについて

Confidential （社外秘）

シンボルの六角形は「未来」「データ」「信頼」「正確」を象徴すで表現し、全体で「拠点」「倉庫」を表し
ている。

ブルーを軸に立体的な表現にすることでより「洗練さ」「データ」感をより出し、データを軸にした「新
しい物流の未来」のイメージを表す。

中心の白い立方体は、2つの意味を持ち、1つは、「荷」を意味し「貴重なもの」を守り扱うイメージ。もう
一つの意味は「パケット」を意味し、倉庫の中の「荷」1つをパケットとして見立て、各方向へ展開する
ネットワークや広がりから、データを元に革新する新しい物流の可能性を表している。

中心の立方体が3色で構成されているのは「3方良し（荷主、物流会社・オープンロジ）」を表し、周りの6つ
色は、サプライチェーンに関係する6つのプレイヤー（メーカー、卸し、小売という商流とForwarder、
Warehouse、shippingという物流のプレイヤー）を表し、各プレイヤーと協調しながらネットワーク化し、
新しい物流の未来を表している。

2020年10月29日、ミッション・ビジョン・バリューを体現したアイコンをアップデートしました。
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2. 事業について



荷主と物流事業者を結ぶシームレスなプラットフォームを提供 Confidential （社外秘）

EC事業者は、すぐに、簡単に、従量課金で面倒な物流業務アウトソースでき、 
倉庫事業者は、業務一元化により中小荷主を受け入れ稼働率が上がるという双方にWin-Winを提供

EC事業者 倉庫事業者

集客 送客

配送事業者

⑤集荷①購入

購入者 ⑥発送

③出荷作業②入出荷依頼

すぐに 
簡単便利に 
従量課金で 
拡張性

業務一元化 
効率化 
稼働率向上

提供するサービス

30拠点8,000以上

10以上



物流版アマゾン ウェブ サービス（AWS）

必要な時に、必要なだけ、手頃な価格で物流リソースを提供。外部サービスとの連携をスムーズに 
物流リソースを即座に必要な量を調達し、事業成長に伴い低コストでスケールすることが可能に

① ② ③

必要な時に 
必要な量を 
従量課金で

外部連携性や 
倉庫デジタル化による 

付加価値

倉庫のネットワーク化 
による拡張性/付加価値

Pay-Per-Use
Network & 
Digitization

Scalability

サービスのコンセプト



メルカリとの提携

2020年2月より試験提供を開始。順次本格運用に移行予定 
利用者は販売前の出品商品を倉庫にまとめて送るだけ 
メルカリ上取引が成立したら、あとはオープンロジが保管・梱包・発送を代行

16

× 2020年2月20日 
「Mercari Conference 
2020」にて発表

2020年内正式リリース予定



17

1. 最低限の顧客と拠点を作りながら、プロダクト・マーケット・フィットに集中し、売上を拡大 。 

2. 当初は中小型荷主がターゲットだった。その中から成長するユーザーが出現し、成長に合わせて
プロダクトサービスを向上させた。直近ではメルカリを含む大型提携も実現。 

3. オペレーション標準化と倉庫のデジタル化に注力し、それをプラットフォームコネクトというプ
ロダクトに発展させ、倉庫ネットワーク拡大の素地が出来た。  

4. 今後の成長を見据えたマネジメント・チームを構築

これまで実現したこと

今後はプラットフォームを大きくしながら、テクノロジーを使ってデータを起点に 
新しい物流インフラを形にしていくフェーズ
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3. 働く環境/制度について 



Positive Reflection
前向きに振り返り、成長しよう

Active Dialogue
積極的に対話し、解決へ

Triple Win
三方良しの事業を創ろう

Have fun
チャレンジを楽しもう

大きなVisionを実現するためには、個々人の成長が必要だ。成長とは経験から学んで、次に
活かすこと。次の学び、成長のために、振り返り、仕組み化し、そして共有しよう。

一人一人が優秀でも、チームとベクトルを一致させなければ、個々の力を十分に引き出すこ
とはできない。相互認識のギャップ、疑問が生じたら、迷わず積極的に対話しよう。

Vision を実現するには、一社のみが「Win」した状態では到底実現できない。
「買い手」「売り手」「世間良し」の三方良しの視点を大切にしよう。

答えのない大きなVisionに挑戦をしているのがオープンロジだ。仕事を通じた、成長、
思考、チャレンジを楽しもう。

バリュー
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基本情報

就業形態

フレックスタイム制

・ビジネス／コーポレート：
　フレックスタイム制（コアタイム 11:00～15:00）
・エンジニア／デザイナー：
　フレックスタイム制（コアタイムなし）

休日／休暇

年間休日数129日

・上記日数は2020年度の予定数です
・夏季休暇として7～10月で3日間の有給を付与
・年末年始休暇

社会保険

労災保険・雇用保険
厚生年金・健康保険完備

・関東ITソフトウェア健康保険組合に加入



福利厚生・社内制度

働く環境 スキルアップ コミュニケーション 健康

年次有給休暇とは別途入社当日に有給2日間支給
・スタートダッシュ休暇
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・ANNIVERSARY休暇
1年に1度「記念日」に取得できる有給をプレゼント

・看護休暇
子どもや、ご家族の体調不良時などに利用可能

・フリードリンク
お茶、コーヒー（ネスカフェバリスタ完備）など

・産休/育休
性別に関係なく取得可能（男女ともに取得実績あり）

・慶弔見舞金各種完備
結婚や出産など幅広く

・書籍購入制度
電子書籍（Kindle）、紙の本どちらでもOK

・資格取得支援制度
資格合格時にお祝い金をプレゼント（条件あり）

・Thanks Pay制度（Unipos利用中）
感謝と共に同僚にピアボーナスを贈れる

・Welcome Lunch制度
新入社員とチームメンバーのランチ会を補助

・健康診断受信料全額補助
受信項目に関係なく全額を会社が負担

・予防接種費用全額補助
インフルエンザの予防接種費用を会社が負担

・産業医へのオンライン相談可能
産業医や専門医へのオンライン相談窓口設置

・予防グッズ無料配布
マスクやアルコールスプレー完備

社員の声から生まれた制度もあり、社員の働きやすさと成長をサポートしています！

午前、午後、週○日など、柔軟な選択が可能です。

・リモートワークOK
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4. エンジニアリング組織について 
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プロダクト
マネジメントチーム
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カスタマーサクセス

セールス

マーケティング

ロジスティクス

ユーザーポータル

倉庫オペレーション

外部連携

バックオフィス

要望などすべての開発項目はPMチームにより
チケット管理されており、透明性が担保されている

提供対象ユーザ毎に
チームを組成

2020年にPMチーム・インフラチームを組成し、短期施策だけではなく中長期投資もできる開発体制作りに取り組んでいる

開発体制
エンジニアリング組織について

エンジニアリングチーム ビジネスチーム

インフラチーム プロダクト・コーポレート両面で
横断的に技術サポート

PdM

UI / UX

QA

SRE データ分析基盤 コーポレートエンジニアリング



フロー情報・ストック情報

開発サイクルと利用ツール
エンジニアリング組織について

バックログ

1ヶ月に2回のリリースサイクル

QA コードレビュー

プログラミング

ユーザー

要望

ユーザーからの声はもちろんビジネスチームのニーズや
エンジニアが倉庫で直接得たフィードバックなども含め

すべてチケット管理され誰でも閲覧可能

デプロイ

各領域毎にPMチームと担当チームとで議論しピックアップ

Circle CI で継続的に
テスト実行

すべての Pull Request で
コードレビューを実施

QAチームの方で各機能毎に検証
E2E リグレッションテスト実施

運用監視
不具合や細かな修正は
日々リリースされる 

開発環境は Docker で構築
Mac / Windows / Linux と自由に選択可

データ分析

BigQuery

24
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オープンロジのエンジニアとして働く魅力
エンジニアリング組織について

• コアタイムなしのフルフレックス制度
• フルリモートワーク可能
• 毎週金曜日、エンジニア間で学びを共有する会（TGIF）を実施
• Unipos によるピアボーナス制度有り

チーム・働き方・カルチャー

• 倉庫ネットワークを活用しAWSのような次世代物流プラットフォームを構築する
• 中小の困っている倉庫会社さんを助け、ひいては地域の雇用創出にも貢献できる可能性がある（地域活性化）
• すでに社会問題化している宅配問題の課題を倉庫ネットワークにより解決する（社会課題解決）
• コアプロダクトによるビジネスは市場の成長とともに堅調に成長しており、売上が立っているため経営基盤が安定している （会社安定性）
• なのでさらにチャレンジできる土壌があり、失敗しても次のチャレンジに活かす文化がある（チャレンジ可能性）

ビジネス面（成長可能性と社会貢献性）

• 100%社内自社開発
• Circle CI による CI/CD 導入 / GitHub ベースの開発環境 / コードレビュー必須
• フロントエンド・サーバサイドと分けておらずどちらも一貫して担当可能
• すべてAWSを始めとしたクラウド上で構築（社内システム含めてオンプレサーバなし）
• 倉庫現場に赴き直接フィードバック受け、改善をプロダクトに反映させることが可能
• 要望等すべての開発項目はPMチームによりチケット管理され透明性が担保されている
• エンジニアリングチームでプロダクトマネジメント

開発環境・スタイル
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We Are Hiring!!
https://corp.openlogi.com/

https://corp.openlogi.com/

