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風穴　江
かざ あな こう

名字ランキング 

12642位 
（およそ500人）

@windhole

石橋さんのマネ



フリーランス編集者
1998年～

サイボウズ株式会社
2012年8月～

コネクト支援チーム
一緒に働きたいと思える人が 
サイボウズのことを好きで 
サイボウズの人とつながっている

5年、10年後のエンジニア採用を 
やりやすくするための活動

・技術広報をお手伝い（IIJ） 
・メディアの立ち上げ、運営をお手伝い 
ほか

個人活動 主夫（子育て歴18年） 
学校地域連携コーディネーター 
乳児院で抱っこボランティア

好評発売中!

風穴 江（@windhole）
かざ あな こう

自己紹介



詳しくはGitHubで
GitHub   windhole



サイボウズとは？



会社概要

名称 サイボウズ株式会社（東証一部上場 4776）

事業内容 グループウェアの開発・販売・運用

創業 1997年8月（愛媛県松山市にて3名で創業）

所在地 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー

拠点 東京、大阪、松山、名古屋、福岡、仙台、広島、札幌、那覇、上海、
深圳、台北、ホーチミン、サンフランシスコ、シドニー、バンコクなど

業績 連結売上 156億円（経常利益 22億円） ※2020年12月期

従業員数
連結 1015名（有期雇用149名含む） 

平均年齢 34.5歳（単体・無期雇用） ※2020年12月末



業績
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ダウンロード 
販売

パートナー 
販売 迷走 準備期間

クラウドサービスを 
開始して再成長へ



理念

チームワークあふれる社会を創る

文化

理想への共感 多様な個性を重視 公明正大 自立と議論



開発の知識がなくても

業務に合わせたシステムを

かんたんに作成できる

クラウドサービス

主力製品



主力製品

スケジュール共有 
ワークフローなど 
中小企業の情報共有を 
支援するサービス



主力製品

管理者も現場も使いやすい 
中大企業向けの

情報共有を 
支援するサービス



主力製品

チームでのメール対応を 
一元管理して

効率化できる 
メール共有システム



主力製品

業務改善プラットフォーム
23,000社

グローバル 
展開中

大企業向けグループウェア

6,400社

中小企業向けグループウェア
72,000社

メール共有システム
11,800社

cybozu.com＋パッケージ版

（のべ、2021年12月末現在）



大企業向けグループウェア

中小企業向けグループウェア メール共有システム

業務改善プラットフォーム

cybozu.comの契約数

48,000社
210万ユーザー

（2021年12月末現在）



開発運用体制



組織⽀援

開発運用体制

運用本部開発本部
サイボウズの
インフラを支える

サイボウズの
製品を開発する



• 187名が所属 
• 32チームが活動中 
　※2021年4月13日時点

開発支援

開発本部

製品開発

組織支援



• 187名が所属 
• 32チームが活動中 
　※2021年4月13日時点

開発支援

開発本部

製品開発

組織支援

コネクト支援チーム



コネクト支援チームとは？

サイボウズ techコミュニティ
コネクト



コネクト支援チームの理想

一緒に働きたいと思える人が
誰が

どうなっている

サイボウズのことを好きで、 
サイボウズの人とつながっている



理想の背景
• もともとは、採用を考えたときに、サイボウズの知名度が低い
という問題があった。 

•まずは、知ってもらうところ、ということでイベントで登壇し
たり、コミュニティに参加してみたり。 

•何かあったときに、サイボウズが候補にあがったり、声をかけ
てもらえる存在でありたい。 

•人が見えないチームに、人は来てくれない。



コネクト支援チームの面々

@tomio2480
西原 翔太
にしはら しょうた

@sakay_y
酒井 康晴
さかい やすはる

@windhole
風穴 江
かざあな こう

丸山 さん
まるやま さぼてっく



コネクト支援チームの活動

協賛支援 開催支援

アウトプット支援 コミュニティ活動



コネクト支援チームの活動

協賛支援 開催支援

アウトプット支援 コネクト活動

PHP Conference PHPerKaigi

iOSDC

DroidKaigi

DesignShip

NoMaps

Regional Scrum Gathering Tokyo

Cybozu Tech Meetup

Open Source Conference

Cybozu Inside Out（ブログ）

Cybozu Tech

Cybozu Inside Out（Twitter）
U15/16プログラミングコンテスト

U-22プログラミングコンテスト

Cybozu Frontend Monthly

暗認本読書会

CM動画制作 「完成度が低いの歓迎LT会」

LOCAL

merpay x cybozu QA勉強会

流氷交差点

connpass



数字で見るコネクト支援チーム（2021年）

20人
64本

326回
79本

techブログ新規執筆者数
techブログ記事数
techスライド公開数
techアカウントのTweet数



Cybozu Tech（技術情報ポータル）

https://tech.cybozu.io/

サイボウズの開発本部、運用本部が
発信する情報まとめサイト

● スライド 
● 動画 
● OSS活動（OSSポリシー、寄付先ほか） 
● 協賛活動（協賛先） 
etc.



Cybozu Inside Out（ブログ）

https://blog.cybozu.io
開発本部、運用本部、サイボウズ・ラボの
エンジニアブログ

● 平均して1記事／週 
● 自発的アウトプット 
● 自律的運用 
● 数字を追い求めない

【特徴】



Cybozu Inside Out（YouTube）
https://www.youtube.com/c/cybozuinsideout

開発本部、運用本部、サイボウズ・ラボの
動画コンテンツ

● Cybozu Tech Meetup 
● Cybozu Frontend Monthly 
● 暗認本読書会 
● 開運研修資料



Cybozu Inside Out（Twitter）
https://twitter.com/cybozuinsideout

開発本部、運用本部、サイボウズ・ラボの
情報発信アカウント

● 登壇のお知らせ 
● イベント開催告知 
● ブログ記事公開のお知らせ 

@cybozuinsideout



Cybozu Inside Out（connpass）
https://cybozu.connpass.com/

サイボウズが主催する、 
エンジニア、デザイナー向けのイベント

● Cybozu Tech Meetup 
● Cybozu Frontend Monthly 
● その他 



流氷交差点

https://soundcloud.com/cybozutech/sets/drifticecrossing

コネクト支援チームの西原さんが、地方で活動する 
コミュニティのキーパーソンにインタビューするシリーズ。

① 音声（SoundCloud）

https://github.com/tomio2480/drifticecrossing

② 全文テキスト（GitHub）

https://note.com/cybozutech/m/m9707f4c496e6

③ かまたさんのダイジェスト記事（note）

①

②

③

https://soundcloud.com/cybozutech/sets/drifticecrossing
https://github.com/tomio2480/drifticecrossing


note（さぼてっく）
コネクト支援チームからの情報発信

コネクト支援チームの活動 流氷自由帳 さぼてっく通信



コネクト支援チームのユニークさ

• 製品ビジネスに紐付かない 

• KPIがない 

• DevRel？ 

• 採用広報？ 

• 技術広報？



「コネクト支援」のススメ

• 目先の分かりやすい成果を求めないから、できることがある 

• 大切なのは、みんながHappyになること



Q ＆ A


