
ベースフード、サブスクリプション購入の EC サイトを AWS 
上に構築し、約 40 倍のスパイクアクセスにも耐えるスケーラ
ビリティを確保

ベースフード株式会社

ビジネスの課題：開発自由度の高い自社 EC 
サイトを構築

ベースフードは、2016 年創業のフード
テックスタートアップです。1 食で 1 日に
必要な栄養素の 1/3 を摂ることができる
完全栄養食 * を、サブスクリプションで提
供しています。商品は、完全栄養パン
『BASE BREAD』、完全栄養パスタ『BASE 
PASTA』、完全栄養クッキー『BASE Cook-
ies』をラインアップ。2022 年 11 月時点
の月間定期購入者数は 15 万人を超えてい
ます。
サブスクリプション購入の窓口の中核とな
るのが自社の EC サイトです。EC サイト
はこれまで、Web のサブスクリプション
領域を AWS 上に自社で構築し、ショッピ
ングカートや商品管理などの管理領域はク
ラウド型の CMS を利用してきました。
しかし、商品の種類が増え、サブスクリプ
ション購入者が増加していくうちに、より
自由度の高い EC サイトの構築が必要にな
り、自社開発に一本化することを決断しま
した。「サブスクリプション型のサービス
で、お客様の要望を高いレベルで実現する
ためには、CMS を脱却して Web サイト
の全体を構築・管理・運用しながら進化させ
ていくべきという結論に至りました」と語
るのは、VPoE の煙草森直也氏です。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

ソリューション： AWS のマネージドサービス
を活用して内製開発

新たな EC サイトの基盤には、Web のサブ

スクリプション領域で採用していた AWS 
を利用することにしました。選定の理由は、
クラウドサービスとしての実績があり、技
術的に成熟されていたことにありました。
「AWS は必要なサービスや機能が揃って
おり、私たちが開発したいと思ったものが、
すべて AWS 上で完結できることが最大の
理由です。特に東京リージョンでは新しい
サービスがいち早くローカライズを終えて
リリースされている印象があり、技術者と
して期待感もありました」（煙草森氏）
AWS のサービスで再構築した新たな自社 
EC サイトは、2020 年 5 月より運用を開
始しました。拡張性を高めるためにサー
バー環境にはコンテナを活用し、Amazon 
Elastic Container Service (Amazon 
ECS)で管理しています。高負荷に耐えるよ
うに、非同期処理にはキューイングサービ
スの Amazon Simple Queue Service 
(SQS)を採用して可用性を高めています。
また、開発やリリースの効率向上に向けて 
CI/CD 環境を構築し、AWS CodePipe-
line や AWS CodeBuild を活用してテス
トやデプロイを自動化しています。
自社  EC  サイトの再構築を終えた後、
2021 年には販売実績やユーザーの嗜好
などを分析するための分析基盤を、新たに 
AWS 上に構築しました。分析基盤の中核
となるデータウェアハウスには、Amazon 
Redshift を採用しています。Amazon S3 
に蓄積した各種データ、データベースの 
Amazon Relational Database Service 
(Amazon RDS)や Amazon Aurora に蓄
積したデータ、外部のサービスから取得し

概要：完全栄養食 * のパイオニアであるベースフード株式会社。同社は自社運営の 
Web サイト、EC サイト、データ分析基盤をアマゾン ウェブ サービス（AWS）上で運
用しています。クラウドのスケーラビリティにより、通常の 40 倍近いスパイクアクセス
にも対応し、成長を続けるサービスを支えています。開発はすべて内製で行い、AWS 
の幅広いサービスと機能を使用しながら、モダンアプリケーションの構築を目指して
います。

たデータは、AWS Lambda や  AWS 
Batch を介して随時 Amazon Redshift 
上に展開し、BI ツールを用いて分析してい
ます。さらに、EC サイトのデータをリアル
タイムに取り込むために AWS Database 
Migration Service (AWS DMS) も活用
しています。
「AWS 上に構築した EC サイト、CI/CD 環
境、分析基盤では、積極的にマネージドサー
ビスを採用し、モダンなアーキテクチャ設
計を心掛けました。開発のポリシーは、エン
ジニアチームの運用負担を軽減すること
と、技術的負債を残さないようにすること
です」（煙草森氏）
AWS 環境は、原則として同社のエンジニ
アチームが内製で開発し、運用も含めて自
社で対応しながら、スピーディな開発、改修
を進めています。社内のエンジニアチーム
は数名体制で、必要に応じて業務委託のエ
ンジニアの協力を得ながら日々の開発、運
用を行っています。現在、自社エンジニアの
技術力向上に向けて、隔週のペースでエン
ジニアチーム全体による社内勉強会を開催
するなど、学習意欲も旺盛です。
「社内勉強会では、エンジニアがそれぞれ学
習したいテーマを設定し、丸 1 日かけてハ
ンズオンなどに取り組みながら新技術の習
得に励んでいます。AWS のハンズオンで
は AWS App Runner を使ってアプリを
作るなど、さまざまなことに挑戦していま
す」（煙草森氏）
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

導入効果：AWS に蓄積したデータをもとに
需要予測を実施して廃棄物を削減

新たな EC サイトの構築により、スケーラ
ブルな環境が実現し、テレビなどのマスコ
ミで紹介された時のスパイクアクセスや、
サブスクリプション購入者の増加にも十分
耐えられるようになりました。PR 担当の
鯉沼花帆氏は次のように語ります。
「2021 年 12 月にテレビ番組で当社が紹
介された際、自社サイトに通常より 40 倍
ほどのアクセスがありましたが、問題なく
スケールして安定的に運用することができ

ました。自社サイトのサブスクリプション
会員数も直近 1 年半（2021 年 2 月末～ 
2022 年 8 月末）で約 3.6 倍となり、EC 
サイトからの注文数は急激に伸びていま
す。それに対しても柔軟にスケールができ、
事業の成長に貢献しています」
分析基盤では、マーケティング部門のアナ
リストなどが蓄積された各種データをもと
に需要予測を実施し、商品の生産数の適正
化を図ることで廃棄物を減少させたり、
品切れを防止したりする取り組みも行って
います。
セキュリティ面では、AWS のソリュー
ションアーキテクトによる技術相談会や、
セキュリティの専門家がセキュリティのベ
ストプラクティスを提案する AWS Trust-
ed Advisor などを活用して、常に高いセ
キュリティ環境の確保に努めています。
「EC サイトの構築の初期段階では、ソ
リューションアーキテクトに既存環境が求
めるセキュリティ要件について相談に乗っ
ていただきました。AWS のセキュリティ
サービスの中では、セキュリティチェック
とアラートが提供される AWS Security 
Hub が有効に機能しています」（煙草森氏）
今後は、既存環境の改善や、継続的なアーキ
テクチャの進化と並行しながら、さまざま
な IT 技術を駆使して事業の効率化、高度
化を進めて行く予定です。
「EC サイトや分析基盤は開発に終わりは
なく、サービスの状況に応じてアーキテク
チャを進化させていく必要があります。今
後も AWS のマネージドサービスを活用し
ながら、よりクラウドネイティブな環境を
構築していきたいと思っています。一方、食
品製造業としての事業の根幹の領域、例え
ば工場、倉庫、配送関連の業務に対しても、
IoT の技術を活用した異常検知や、各種テ
クノロジーを活用した作業の自動化などを
進めていきます」（煙草森氏）
鯉沼氏は「少数精鋭体制でありながらも、テ
クノロジーを活用し常に進化を続けること
で、『主食をイノベーションし、健康をあた
りまえに。』のビジョンを達成していきたい
です」と展望を語ります。

導入効果
● 約 40 倍：スパイクアクセスに対する
スケーラビリティ

● 約 3.6 倍：注文数の増加に対するス
ケーラビリティ

● 約 15 万人：月間定期購入者数に耐え
るプラットフォーム

● 分析基盤による商品の生産数の適正
化、廃棄物の削減

● 高いセキュリティ環境の確保

ご利用中の主なサービス
● Amazon ECS
● Amazon Redshift
● Amazon S3
● AWS Lambda
● Amazon CloudFront
● Amazon RDS
● Amazon Aurora

企業名：ベースフード株式会社
業種：食品製造業
国名：日本
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資本金：非公開
ウェブサイト : https://basefood.co.jp/
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「AWS は必要なサービスや機能が揃っているので、私たちが開発したいと
思ったものが、すべて AWS 上で完結できることが一番の理由です」

煙草森 直也 氏
ベースフード株式会社 VPoE
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企業概要
ベースフード株式会社
「人生を楽しみ尽くす基盤のある世界
に。」をビジョンに掲げ、「主食をイノベー
ションし、健康をあたりまえに。」をミッショ
ンに、2016 年に創業。たんぱく質や食物
繊維、26 種類のビタミン・ミネラルなど、
1 食に必要な 33 種類の栄養素がすべ
て摂取できる完全栄養食  *「BASE 
FOOD」を 2017 年より製造・販売して
いる。
* 1 食で、栄養素等表示基準値に基づき、他の食
事で過剰摂取が懸念される、脂質・飽和脂肪酸・
炭水化物・ナトリウムを除いて、すべての栄養素
で 1 日分の基準値の 1/3 以上を含む。


