
ECサイトに求めるCMSとしての機能要件

KUSANAGIは標準的な技術を採用しているので安心

■ お客様情報

： 株式会社しくみラボ
： オーガニックスキンケアブランドECサイト
   「ココオーガニック」
： https://www.coco-organics.jp/

・ ECサイトは通常、ページキャッシュを効かせることができず、動作が重かった。
　 ECサイトで重いのは収益にも影響が出ていたと考える。
・ WooCommerceに対応したWordPressの高速実行環境が当時は存在しなかった。

■ 旧サイトの課題

運 営 会 社
サ イ ト 名
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： 2016年1月
： KUSANAGI for さくらのクラウド
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■ 超高速WordPress仮想マシン「KUSANAGI」の活用効果

　

お客様からは定期購入をメインにしたECサイトを低コストで立ち上げたいと言われました。レス

ポンシブデザインでモバイルファーストに対応、その他SSL、Bootstrapなども必須要件でした。

ECサイトに求めるCMSとしての機能要件は以下の3つです。

1．商品のプロモーションを行いやすいこと

2．プラグインの追加で、購入などに決済のバリエーションなどを持たせられること

3．CRMがしっかりしていること

上記を踏まえ、当時、OSS系のECサイトとしては2つを検討しましたが、ECサイト世界シェア30%

を持つWooCommerceは更新がしやすく、サーバも1台のサーバで構築可能です。さらに

WooCommerceは上位互換を意識した設計になっており、メンテナンス性も高いです。また、決済系のプラグインも充実していたため、

WooCommerceの採用を決めました。また、WooCommerceはAutomattic社が買収したこともあり、安心感もありました。

▶     

▶     

WooCommerceを体感で100倍近く高速化できた。
上記により利用者がストレスなくECサイトを閲覧できるようになった。
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一方でWooCommerceはページキャッシュによるパフォーマンス向上ができないため、KUSANAGIを採用しました。KUSANAGIは標準

的な技術を採用しているので安心でき、最初からチューニングがされているので、手間もかからない。そして無料で使用できることも大

きいです。現時点で、WooCommerceのパフォーマンス改善ツールとしてはこれ以外の選択肢はないと考えています。

株式会社しくみラボ 代表取締役

田村 啓 様

COCO ORGANICS構成について
COCO ORGANICSのサービスはフロントにnginx、php-fpm、
DBにMariaDB Galera Serverを採用しています。
ECサイトですのでフルSSLサイト化しており、HTTP/2対応によ
り表示を高速化しています。
WooCommerceプラグインの導入と、WooCommerce用拡張
プラグインであるProduct Bundles及びSmart Offersを導入し
ております。

KUSANAGI for さくらのクラウド
https://kusanagi.tokyo/cloud/kusanagi-for-sakur
acloud/
WooCommerce
https://ja.wordpress.org/plugins/woocommerce/

ココオーガニックの事例はWooCommerce事例サイトにも掲
載されています。（国内事例としては初掲載）

https://www.woothemes.com/showcase/coco-or
ganic/

WordPress
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KUSANAGI for さくらのクラウド

「KUSANAGI」の構成 WordPress実行時間3ミリ秒台、秒間1000リクエストをページキャッシュ非使用で実現

*1 最大性能時。実行する仮想マシンインスタンスの性能やWebサイトの内容（機能、データ量など）に依存します。 
*2 このテストでは4コア（4vCPU）の仮想マシンを利用しているため、WordPress の実行時間は 0.964ミリ秒に4 を乗じた 3.856ミリ秒になります。

超高速WordPress仮想マシン「KUSANAGI」とは

WordPress 最新版
 （KUSANAGI 専用プラグイン同梱）

CentOS 7

Nginx 1.10

Apache 2.4

HHVM 3.13

PHP 7.0（php-fpm 7.0, Cli）

PHP 5.6（php-fpm 5.6, Cli）

MariaDB Galera Server 10.0

プライム・ストラテジー内部のパフォーマンス測定結果では以下の処理能力を実現しています。
ab -n 10000 -c 300　 https://kusanagi.tokyo/

Server Software:
Server Hostname:
Server Port: 

Document Path:
Document Length:

Concurrency Level:
Time taken for tests:

nginx
kusanagi.tokyo
80

/
6952 bytes

300
9.643 seconds

Complete requests:
Failed requests:
Write errors:
Total transferred:
HTML transferred:
Requests per second:
Time per request:
Time per request:
Transfer rate:

10000
0
0
71680000 bytes
69520000 bytes
1036.97 [#/sec] (mean)
289.305 [ms] (mean)
0.964 [ms] (mean, across all concurrent requests) *2

7258.78 [Kbytes/sec] received

上記のテスト環境は https://kusanagi.tokyo/ にて公開しています。

プライム・ストラテジー株式会社が開発、構成する
WordPressを高速に動作させるための仮想マシンおよびそのイメージです。
WordPressの実行時間3ミリ秒台、秒間1000リクエストをページキャッシュ非使用で実現する世界最高速クラスのWordPress実行環境です。*1

プライム・ストラテジー株式会社の「KUSANAGIフルマネージドサービス」または主要パブリッククラウドにてご利用いただけます。

エンタープライズWordPress導入事例
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中村：この度は弊社KUSANAGIをご採用いただき、ありがとうございます。

田村：最初はノーマルのWooCommerceで構築していたのですが、表示画面も管理画面も遅

いと感じました。すぐに導入してパフォーマンスが向上するものがほしかったので、KUSANAGI

上でWooCommerceを構築しました。KUSANAGIの完成度は高く、導入して100倍ほど速く

なったように感じました。

中村：ありがとうございます。ECサイトはパフォーマンスが売り上げに直結するといわれるくら

い重要ですもんね。また、きれいなデザインのECサイトを作ろうとすればどうしても重くなりま

す。そのようなECサイトこそKUSANAGIの活躍の場だと感じています。続いて、今回のプロジェク

トメンバーについてご紹介いただけますでしょうか？

田村：めがねさんで知られるmgnの大串社長には、テーマの実装やスマホ画面のデザインを

依頼しました。破滅派の高橋社長にはWooCommerceにはGMOペイメントの決済プラグイ

ンがなかったので、新たに開発を依頼しました。mgnさんはWordPressの構築実績がひじょ

うに多いので、今回の依頼となりました。

大串：この度はご依頼を頂き、ありがとうございました。弊社は実装だけでなく、スマホの画面

作成などを含めWordPressに関連した作業は広範囲に対応できますので、今後も宜しくお願い

いたします。

今回の案件はKUSANAGIで構築されました。KUSANAGIは速くて無料で素晴らしいです。どの

分野でもそうですが、便利になれば、その分だけブラックボックス化していく部分が増えるとい

うことです。そういう意味では我々もKUSANAGIやWooCommerceなど新しい技術を学ばない

といけない時代に生きているような気がします。

中村：KUSANAGIはOSSでもありますし、KUSANAGIの高速化技術はオライリージャパン出版の

「詳解WordPress」に記載していますので、是非、多くの方に学んでいただきたいと思っていま

す。続いて破滅派の高橋社長にお話しをお聞きします。高橋さんは開発のどの部分をご担当さ

れたのでしょうか？

高橋：決済プラグインの作成ですね、GMOのペイメント

ゲートウェイを利用しまして定期購入に対応しました。

裏側ではクレジットカード情報を保存しないでかわりに毎

月購入する仕組みを開発しました。最後にKUSANAGIに移

動してサーバが変わりました。

中村：KUSANAGIに変わっていかがでした？

高橋：速くなりましたよ。カートが重い。ぐるぐる回ってました。キャッシュ設定だけ気をつけれ

ば何も怖がることはありません。

中村：高橋さん、ありがとうございました。最後に田村さんから、KUSANAGIの効果についてお

話しいただいてもよろしいでしょうか？

田村：本事例集の冒頭にもコメントしましたが、WooCommerceを超高速化できる最善のツー

ルがKUSANAGIであり、パフォーマンスの大幅改善によりストレスなく顧客がECサイトを閲覧、

注文できるのはとても大きなメリットです。その補足として、KUSANAGIは低スペックのクラウ

ドサービスでも動作するので、KUSANAGIを使用することでクラウド料金も削減できるのがい

いです。KUSANAGIは完成度が高い無料ツールで、WooCommerceやWordPressの外部ペー

ジ、管理画面を超高速化し、クラウド料金も削減できます。これだけのメリットを提供する

KUSANAGIは検討する選択肢として外すことができない製品になったと考えます。 

中村：お褒めの言葉をありがとうございます。これからも皆様の期待に応えるべく、常に最新

の技術に対応し、高品質なサービス提供を心がけます。引き続きKUSANAGIを宜しくお願いい

たします。

超高速WordPress仮想マシン
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導入して100倍ほど速くなったように感じました

新しい技術を学ばないといけない時代

キャッシュ設定だけ気をつければ何も怖がることはない

管理画面を超高速化し、クラウド料金も削減

株式会社しくみラボ 
代表取締役

田村 啓 様

株式会社mgn
代表取締役CEO

大串 肇様 株式会社破滅派
代表取締役

高橋 文樹様

プライム・ストラテジー株式会社
代表取締役

中村 けん牛

オーガニックスキンケアブランドECサイト「COCO ORGANICS」へのKUSANAGIの導入に携わった方々に、
採用された背景や効果などについてお話をうかがいました。

KUSANAGIは速くて無料で素晴らしい
WooCommerceを超高速化できる最善のツール

株式会社しくみラボ： 

株式会社mgn：  

株式会社破滅派：  

プライム・ストラテジー株式会社： 

　　 田村 啓様（代表取締役）

大串 肇様（代表取締役CEO）

　高橋 文樹様（代表取締役）

　　　　　　　　中村 けん牛（代表取締役）

参加者

『詳解WordPress』
　オライリー・ジャパン社刊
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