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アジェンダ

● （EMの役割）EMへの期待とEMの種類
● （EMの仕事）具体issueとポジション（役割と責任）
● （EMの魅力）この仕事の面白みと魅力
● （EMの魅力）一緒に働くメンバー
● （EMの魅力）EMのキャリアパス
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EMは「組織としての価値を最大化する」役割です

テックリードEM プロジェクトリードEM

 モノタロウのEMは3つのタイプにわかれています。

組織リードEM

テクニカルな意思決定なども含
めて内容を深く把握し、マネジ
メントする人数も少なく、自ら
手を動かしていくEM。

モノタロウの中でも大規模プ
ロジェクトをリードし、イン
パクトの大きなアウトプット
生み出すEM

開発組織を横断し、複数のメ
ンバーをマネジメントし、組
織全体のスループット最大化
の仕組みをつくるEM。
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モノタロウを支える開発チーム
8つのチームが「CX向上」、「サービスの安定提供」、「基盤刷新」、「組織・開発力強化」
に取り組んでいます。

顧客体験
向上

安定提供

開
発
力
・
組
織
力
の
向
上

EC基盤：基盤刷新、サーチ基盤開発、アーキテクチャ

EC開発E：大規模案件開発、商品/注文/配送まわりの機能開発

EC開発D：販促、プロモーション、iOS/Androidアプリ

EC開発C：サイトの安定稼働、テスト、セキュリティ

EC開発B：大規模案件開発、LTV向上及び顧客向け機能開発

EC開発A：商品へのユーザナビゲーション改善、SEO

海外ECサイト統括：越境ECサイトの機能開発、安定稼働、海外子会社の開
発サポート

基盤刷新

購買ソリューション：大企業（EB部門）向けの開発、運用
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issue & position
各EMに任せたいissueです。

検索システム基盤の刷新PJ

現在ユーザー数が640万ユーザーを超え、年間約20%の
ペースで成長している状況で、この成長のペースが続
く、安定的な検索体験を提供しにくいことが予想されて
います。またデータの更新性などの問題や、サーチ基盤
が統合されていないなどの課題を抱えています。

そこで、システムのキャパシティ確保、更新生の担保、
サーチ基盤の統合による体験の改善などを目的とした、
検索システム基盤の刷新PJが始動しています。

このプロジェクトにおいて、技術面におけるリーダー
シップを発揮いただき、難易度の高い技術的issueの課
題解決をリードし、実装に関するディレクション、チー
ムマネジメントを行っていただきます。

リアルタイム/パーソナライズな顧客体験

CX（CustomerExperience）向上のために、リアルタイ
ムアクションログ（検索したキーワード、閲覧した商
品）に基づいて、ユーザーが検索しそうなキーワードを
複数推定し、検索窓下に表示する、リアルタイム＊パー
ソナライズな体験の開発に取り組んでいます。

これらの改善により、キーワードを入力したがほしい商
品が見つからずにキーワーを入れ直す手間を回避する体
験提供や、違うキーワードによる選択肢提案での欲しい
商品にすぐに出会える体験 (例: 「軍手」で検索している
が → 「ゴム手袋」を提案する)などを生み出すことがで
きます。

このプロジェクトにおいて技術面におけるリーダーシッ
プを発揮いただき、複雑なissueを解決しながら、より
よいユーザー体験の創出をリードいただきます。

テックリードEM テックリードEM
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issue & position
各EMに任せたいissueです。

エンタープライズ向け購買システム開発PJ SRE全社導入

モノタロウではエンタープライズ企業を対象として、間
接資材の調達部門が活用する独自の購買システムを提供
し、年間で約350億円の売上を見込む事業規模となって
います。今後も更なる継続的な成長が見込まれるため、
体制の強化が必要となっています。

具体的には拡大する新規取引先の購買システムとの連携
機能、Opsの改善、基盤強化などのissueがあり、複数の
部署と連携しながら推進していく開発プロジェクトが複
数動いています。

このようなプロジェクトにおいて、取引先や社内の複数
の部署と連携し、関係するメンバーをマネジメントしな
がら、開発プロジェクトを円滑にリードしていただきま
す。

モノタロウでは2020年より、SRE のプラクティスを基
準とした運用と、組織文化として定着させる活動を始め
ています。

具体的には、顧客体験に直結する指標としてのCUJの定
義、SLI/SLOの実装とモニタリングなどをチーム単位で
導入を進めています。また文化として定着させるための
モノタロウとして思想の言語化（憲章）や開発チーム以
外のメンバーとの連携も推進していく必要性がありま
す。

モノタロウの全開発チームでの導入や推進とSREの活動
成熟度を高めるために、SREに関する技術面にリーダー
シップを発揮いただきながら、社内の開発体験、顧客体
験向上をリードいただきます。

プロジェクトリードEM テックリードEM
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issue & position
各EMに任せたいissueです。

ソフトウェア品質の向上 フロント基盤の刷新

品質観点にて「内製コードへの依存が高い」、「モノリ
シックにつくられている」、「ソフトウェアの体系化、
再利用化が弱い」などの背景から、開発効率、新メン
バーのコード理解などの点において課題を抱えていま
す。

そこで、アプリケーション間の共通機能を再構成するマ
イクロサービスを指向したアーキテクチャへの移行を進
め、開発効率・品質の向上を目指しています。また品質
の計測を継続的に行い、低品質のコードに対する対策 
(コーディング規約、設計方針の策定、リファクタリン
グ、コード量の削減)と、そのためのトレーニングも推
進しています。

特に後者の開発チーム全体として品質向上を高めるため
の、プロダクトの要求水準定義とそれを実現する方法論
の定義や実践をリードいただき、全社の品質向上に貢献
いただきます。

モノタロウのクライアントサイドはJavaScriptでつくら
れてきましたが、社内独自のフレームワークを用いるこ
こで、体験品質の課題、開発生産性に関する課題を抱え
ていました。

そこで、社内フレームワークから脱して、一般的なフ
レームワークを用いたフロントエンド刷新に取り組みを
開始しています。検討の結果Reactを用いた刷新プロ
ジェクトを現在進行しています。

本プロジェクトにて、技術面におけるリーダーシップを
発揮いただき、難易度の高い技術的issueの課題解決を
リードし、実装に関するディレクション、チームマネジ
メントを行っていただきます。

テックリードEM テックリードEM
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モノタロウのEMの面白み・魅力
大規模ワンサービスの面白さと難しさと、発展途上の開発組織だからこその裁量と活躍機会

国内有数のサービス規模 テクノロジーの余白

結果論として裁量が大きい 事業成長しているから
ポジション＝機会が多い

ユーザー数640万、売り上げ1200億円、取
扱いアイテム数1,800万点以上・当日出荷
61万点以などECとしては国内屈指の規模感
を誇る。
この大規模サービスだからこそのデータや
トラフィックをいかした開発issueに取り組
むことができます。

在庫管理、配送ルート、ジャストインタイ
ムの配送管理など物流機能を抱えているモ
ノタロウだからこそ取り組める技術的課題
があります。
テクノロジーによる生産性最大化、価値の
最大化につながる領域も多数残されいま
す。

事業成長に伴い、開発組織もここ1年でも、
およそ30名のエンジニアがジョインしてお
り組織としても成長過程にあります。
しかしながら、やりたいことに対して人が
足りない現状もあることもあり、メンバー
への権限委譲も大きくなっています。結果
的に会社規模・事業規模に対し技術的な意
思決定の裁量も大きくなっています。

こちらも裁量の話と同様に、事業の成長規
模に対して開発組織の規模が追いついてい
ません。
今後プラットフォーム基盤、新規事業、海
外展開などの多様な事業機会が生まれる中
で、エンジニアの活躍機会も増えており、
モノタロウの中でも多様なキャリアパスを
形成することができます。

技術的意思決定の難易度が
高い

顧客体験の向上の視点だけではなく、他社
との差別化や、他アプリケーションへの汎
用性に加えて、開発観点での生産性や開発
組織としての成長などの複数の変数を加味
した難易度の高い技術的な意思決定が求め
られています。

長期目線での設計と開発

BtoBECの市場自体の安定的な成長、同ドメ
インにおける圧倒的なリーダー企業などの
強固な経営的な基盤をもっています。

だからこそ、開発が短期目線にはならず、
長期目線での事業優位を構築するための技
術・開発へ投資することができます。自ず
と難易度の高いissueに良い意味での余裕を
もって挑戦できます。
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モノタロウのEM陣

テックリードEM プロジェクトリードEM

多様なバックグラウンドのEMが活躍しています

組織リードEM

上野誠一

大手SIerへの新卒入社、スタートアップの起業、プロ
ダクト開発、ベトナムやフィリピンでの海外開発拠点
の立ち上げなどを経験し、エンジニアリングマネー
ジャーに入社。
ECサイト基盤や機械学習のプロジェクトマネジメン
ト、開発計画の策定や採用などのアーキテクチャー
チームのリード

普川 泰如

大学卒業後、SIer企業から2009年にOisixに転職、同
社システム副本部長を経て2019年にモノタロウに参
画。
現在同社のエンジニアリングマネージャーとしてエン
ジニア組織作りとEC基盤プラットフォームを指揮を
行なっています。

金谷敦志

企業向け検索エンジン開発、北米市場向けソーシャル
マーケティングサービス開発を経験後、2014年に
MonotaROに入社。モノタロウのサイト開発を中心
に、新EC基盤へのモダナイゼーションを実現するた
めに必要な施策にも取り組み中。
Developer Summit 2019 Summer, PyCon JP 2016
セッション/2015 LTに登壇。
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一緒に働くメンバー
楽天、DeNA、エムスリーなど出身の技術者

池田 貴世志 
ECシステムエンジニアリング部門　マ
イクロサービス基盤チームリーダー
EX - DeNA, M3

DeNAでシステム開発・インフラ構築・
運用、マネジメントに従事した後、エ
ムスリーでチームマネジメント・研修
の実施、モノタロウでは次世代ECシス
テムの設計・構築に従事。

久保 征人
執行役副社長
EX - 楽天

2014年にモノタロウに入社後、データ
サイエンス、デジタルマーケティン
グ、UI/UX、IT領域を担当。2017年以
降、CTO/CMOとしてテクノロジーの活
用を推進することにより、日本中の現
場に、より効率的な間接資材調達購買
プラットフォームを構築・提供するこ
とにフォーカスしている。

奥田 泰弘
IT部門SCMグループ グループマネー
ジャ
Ex - ソフト開発、サーバー会社

ユーザー企業の業務SEを2社で経験。モ
ノタロウへ中途入社後、サーバーイン
フラグループでインフラ全般のマネジ
メントを行い、現在はSCMグループマ
ネージャーを務める。

青井 順一
データマーケティング部門 データ分析
グループ チームリーダー
Ex - マイクロアド

京都大学で物理学を専攻、博士号を取
得。広告プラットフォーム企業にて、
ターゲティング機能の開発に従事し、
モノタロウでは商品推薦システムの開
発・プロモーション最適化を担当。
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EMのキャリアパス
組織マネジメントへのシフトだけではなく、技術領域やプロダクトサイドへのキャリアも

組織EM

開発部門
マネージャーテックEM

プロジェクト
EM

 アーキテクト

PdM

技術者としてプロダクトに
フォーカスするキャリア

経営・組織の成長に
フォーカスするキャリア


