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会社概要



社　名：フルカイテン株式会社

代表者：瀬川 直寛

設　立：2012年5月7日

従業員：43名（うち役員4名、2023年5月8日時点）



経営陣

代表取締役CEO（プロダクト,HR管掌）

瀬川 直寛
●在籍全社でエンプラのトップセールス実績
●当社起業から6年半の小売ビジネス経験

取締役CPO（データサイエンス管掌）

加藤 卓
●BtoB SaaSのプロダクトマネージメント経験
●代表瀬川と二人三脚で小売ビジネス経験

＜経歴＞
シナジーマーケティング株式会社

＜経歴＞
シナジーマーケティング株式会社

取締役COO（マーケ, IS, FS, CS管掌）

宇津木 貴晴
●50名規模のbiz組織マネージメント実績
●SaaS BtoBマーケ/セールス組織を率いた経験

＜経歴＞
freee株式会社

取締役CTO（開発管掌）

柳本 晋
●データ分析のクラウドサービス開発経験
●スタートアップのCTO経験

＜経歴＞
シナジーマーケティング株式会社

動画を見る

https://streaming.video-b.com/streaming/982f2c254fd2da4d7acb82c027cfbc43573882b6


● 慶應義塾大学 理工学部 卒業
（研究テーマ：天然ガスの熱力学性質に関する予測モデル）

● IT企業数社を経て、2012年5月にベビー服 ECで起業

● 在庫が原因の3回の倒産危機から『FULL KAITEN』を着想

● 在庫回転率が17回転を超えるなどEC事業が成長

● EC事業を売却し、クラウドサービス『FULL KAITEN』を提供中

FULL KAITEN開発ストーリー
https://note.com/fullkaiten_re/n/n5d34cddbea09

代表紹介

フルカイテン株式会社
代表取締役

瀬川 直寛

@FkSegawa

動画を見る

https://twitter.com/FkSegawa
https://twitter.com/FkSegawa
https://twitter.com/FkSegawa
https://streaming.video-b.com/streaming/ab70f5bb574c776900d7f9bde90a1f6a5e6f0725


沿革
2012/5

2017/2
　

2017/5

2018/6

2018/9

2019/12

2017/11

2019/4

2021/4

2021/6

ハモンズ株式会社を起業、ベビー服EC参入

FULL KAITEN事業化を決意

在庫が原因で3度の倒産危機を経験、その過程でFULL KAITENの原型が完成

ベンチャーキャピタルから2000万円の資金調達（シード）

ベンチャーキャピタルから1億2000万円の資金調達（シリーズA）

ベビー服EC売却しFULL KAITENにピボット、社名をフルカイテンに変更

ベンチャーキャピタルから1億7000万円の資金調達（シリーズA’）

FULL KAITEN Version1ローンチ

FULL KAITEN Version2ローンチ

FULL KAITEN Version3ローンチ

ベンチャーキャピタルから5億円の資金調達（シリーズB）

2023/2 ベンチャーキャピタルから8億1000万円の資金調達（シリーズC）※現在エクステンションラウンド中



株主（ベンチャーキャピタル）

● 三菱UFJキャピタル株式会社

● SMBCベンチャーキャピタル株式会社

● 山口キャピタル株式会社

● 宮銀ベンチャーキャピタル株式会社

● 株式会社FFGベンチャービジネスパートナーズ

● Spiral Capital株式会社

● ジャフコ グループ株式会社

● 大和企業投資株式会社

● 京銀リース・キャピタル株式会社

● みずほキャピタル株式会社

● ベンチャーユナイテッド株式会社

● ユナイテッド株式会社



組織概要



職種構成

社員数

43名



年齢／性別構成

平均年齢

36.7歳

性別



居住地／所属地構成

居住地

所属地



Mission & Vision



ミッション

世界の大量廃棄問題を解決する

ページ番号

動画を見る

https://streaming.video-b.com/streaming/e420845481248704482b1e0c6c9eac7daceac6e3


ビジョン

事業でビジョンを実現することでミッションを達成する

スーパーサプライチェーン構想の実現

動画を見る

https://streaming.video-b.com/streaming/c368a088a96461470cc5a87a0c2c073bd3c4c6c6


スーパーサプライチェーン構想

在庫プラットフォームはネットワーク効果を生み「世界のインフラ」になる

小売/SPA 卸/商社/メーカー

在庫を効率よく粗利に変えるた
めの在庫分析SaaS

サプライチェーン川下

在庫
プラットフォーム企業ごとに、どの商品が定価でいくつ売れ、値

引きでいくつ売れ、いくつ売れ残ったかをデー
タ収集

必要な在庫が必要な量だけ生産され流通する
サプライチェーンへの変革

生産量を適正化するための需要
予測SaaS

サプライチェーン川中

企業ごとに各小売/SPAにどの商品をどれだけ生
産して納品したかをデータ収集

4

21

2021年度：売上データを4000億円蓄積
2023年度：売上データ1兆円蓄積見込み

33 本当に必要な在庫量を需要予測



FULL KAITENの存在意義

事業としての価値 社会的な価値

在庫効率の改善や生産量の適正化を
価値として提供するSaaS事業

大量生産・大量廃棄を抑制することで、
地球の資源を守る社会事業



事業概要



解決する課題

全SKUのたった20%で
利益の8割を生み出している

残りの80%で
利益を生み出すことができないのか？

この機会損失を解決するのが
FULL KAITEN

全SKU

20%

80%

FULL KAITEN導入企業の導入当初のデータを分析して分かったこと



在庫を利益に
変えるクラウド

今ある在庫で
売上・利益を最大化！

データや帳票の
集計は不要！

運用定着まで
徹底サポート！

EC・店舗・倉庫、
全ての在庫をAIで予測・分析し､

商品力をワンクリックで見える化｡



機能一覧

［基本機能］ ［オプション機能］

戦略ボード
事業の“健康状態”を確認するため、トップ100

ランキングや各種指標のチャートの自動作成が

可能

クオリティ分析
売上や粗利益の増加を目的に、プロパー販売が

可能な商品、値引きを抑制できる商品、セール

すべき商品のリストアップが可能

中央倉庫分析
売上や粗利益の増加を目的に、店舗展開率の低

い商品のリストアップが可能

追加発注
売上や粗利益の増加を目的に、売れ筋商品の欠

品を防ぐための追加発注数量の自動算出が可能

ディストリビュート分析
売上や粗利益の増加を目的に、倉庫から店舗、

店舗から倉庫または店舗から店舗の最適な在庫

移動数の自動算出が可能

単価分析
売上や粗利益の増加を目的に、客単価向上に貢

献する商品のリストアップが可能



導入実績 ＜EC・実店舗どちらも利用可能＞ ※一部抜粋/順不同



成果事例

EC売上が昨対比11%増に対し粗
利額は16%増!
在庫分析 × 顧客分析で真のデー
タドリブン経営を実現

株式会社アーバンリサーチ

レディースアパレル／メンズアパレル

欠品率が5分の1に低下し、在庫
回転率も年1.5回転プラス! 

株式会社ゴルフダイジェスト・
オンライン(GDO)
ゴルフ用品／スポーツアパレル

粗利率を4%上げつつ売上3割上
振れ!
消化率がコロナ前を上回る秘訣
は実店舗30店のDX

株式会社レイ・カズン

レディースアパレル

在庫回転率が前年比1.5倍超へ!
的確な売価変更でスピード消化
と粗利増加を両立したOPSの勝
ちパターン

株式会社ゲオクリア

レディースアパレル／メンズアパレル



メディア掲載実績
　

※一部抜粋/順不同



人事概要



労働条件

● 試用期間3ヶ月（試用期間中の条件変更なし）

● 平日9時〜18時勤務（休憩1時間）

● リモート勤務

○ ビジネスサイド：毎週金曜日出勤

○ エンジニアサイド：毎月1回出勤

○ 大阪：自由出勤

● 月40時間の固定残業制

● 祝祭日、お盆、年末年始は休み

● 試用期間3ヶ月（この期間のみ有期雇用）
● 平日9時〜18時勤務（休憩1時間）
● リモート勤務

○ ビジネスサイド：毎週水曜日出勤
○ エンジニアサイド：隔週水曜日出勤
○ 大阪：自由出勤

● 月40時間の固定残業制
● 祝祭日、お盆、年末年始は休み
● 社会保険 & 労働保険は完備
● 交通費全額支給
● 昇給年2回

○ 個人目標と会社業績に連動
● ボーナス年1回

○ 会社業績に連動
● 育休制度あり

● 社会保険 & 労働保険は完備

● 交通費全額支給

● 昇給年2回

● ボーナス年1回

○ 会社業績に連動



福利厚生

リモートワーク可能
大阪は自由出社・東京はリモートワーク勤務となりま

す。定期的にオフラインでの全社・チーム別会議も開

催。

子育て応援！育児中社員が5割
急な休みや勤務形態の変更も、お互い様の精神で譲り合

い。

男性・女性育休取得実績あり
ワークスタイルに合わせて長く働ける環境を整えたいと

考えています。男女ともに育休取得可能です。

時短社員も在籍
在籍中に2人出産して復帰し、育児と仕事を両立して働

き続けている社員もいます。

勉強会･セミナー参加費用は会社負担
セミナーの参加も技術向上のため！参加費用は会社負

担。内容はチームメンバーなどへ共有を！

Webサービス購入支援
社員から提案があったサービスで、業務の効率化に必要

と判断したものは積極的に導入してきた実績がたくさん

あります。

転勤はありません
リモート勤務可能ですので、転勤は基本ありません。年

に数回のオフライン会議にて東京または大阪に来て頂く

必要はあります。交通費はもちろん会社負担です。

健康診断実施
毎年必ず基本の健康診断を行っています。若い社員も対

象で、年齢制限はありません。

レクリエーション手当
チームの飲み会、歓送迎会などの費用を会社が一部負担

します。



オフィス
東京オフィス
日比谷フォートタワー10F
WeWork内

伊那オフィス
パノラマオフィス伊那A
Central Alps

動画を見る
本社（大阪）
大阪市福島区
セントラル70 2F-B

https://streaming.video-b.com/streaming/0ad5026dca28c35547867bece6fe93ff1b9a6590


人事理念

私たちは、優れたビジネスモデルさえあればミッションを達成できると

は考えていません。

ミッションの達成は、ビジネスモデルとカルチャーモデルが両輪になる

必要があると考えています。

私たちは「お客様の成果に貢献する人を評価する」という人事理念を掲

げています。

全社員がこの人事理念のもと行動することで、お客様の成果の最大化と

いうカルチャーが生まれると考えています。



バリュー

価値アンテナ
お客様の成果を最大化するために

提供できる価値を、常に感度を高

くして思考する。

その積み重ねが、ミッション達成

の道標になると考えています。

人事理念を体現する会社になるため

VALUEを行動基準として大切にしています。

全力トライ
お客様への提供価値を最大化する

ために、持てる力を全て出し切

り、最後までやり抜く。

その姿勢が、ミッション達成の原

動力になると考えています。

スクラム志向
お客様の成果を最大化するという

共通目的のため、総力を結集して

チームで取り組む。

その精神が、ミッション達成の土

台になると考えています。



評価ポリシー

成果より成長を重視する
● 成果は今の能力に対するものであり当然重要

● 一方で成長は半年先/1年先の成果に対するもの

● 壮大なミッションを達成するには成長の方が重要

● ただし、成果を求めないということではない



評価制度

カルチャー
フィット

スキル
フィット

● 年2回（7月と1月）評価面談を実施し昇給を決定

● 評価面談はカルチャーフィット及びスキルフィット度合いを具体的に評価

● 目標設定も評価面談の結果を受けて実施し、日々フィードバックを行って成長を促す



ボーナス制度

スタートアップには珍しく、ボーナス制度あり

● 年1回（1月）のARR目標の達成度合いに応じて全員に均等に付与



カルチャー

ストイックさと

遊び心を併せ持つ

メリハリのある会社

動画で見る

https://streaming.video-b.com/streaming/002ed1d174acfb79d9c494eab8f275fea10c4b02


｢フルカイテン」が分かるコンテンツを配信中！

● オープン社内報「回転ニュース」
● 会社の動きが分かる「月刊フルカイテン」
● 社員みんなの入社エントリ―

ニュースや社内の日常を配信中！
https://note.com/fullkaiten_re/

事業や人が分かる動画を配信中！
https://onl.sc/RzPAZWj

● ミッション・ビジョン
● ボードメンバー紹介・CEOってどんな人？
● 社員それぞれのSTORY
● 創立10周年イベントダイジェストmovie

https://note.com/fullkaiten_re/
https://onl.sc/RzPAZWj


なぜフルカイテンか



腕を試すことができる環境

● 今の会社である程度の経験を積んだが、もっとチャレンジがしたい

● でも、自分より上の立場の人が埋まっていて、今以上のチャレンジができない

● 培ったスキルを社会貢献に活かしたい

● 急成長直前の今なら全方位で腕を試すことができる

● やりがいと成長を共存させることができる

● 事業が社会の役に立っていく様子をライブで感じられる



募集職種



2023年上期の採用枠

21名



採用計画 [biz]

カスタマーサクセス

マネジャークラス
（年収1000万円前後）

メンバークラス
（年収600〜800万円程度） 募集終了

7名

データコンサルタント

プロダクトオーナー

エンタープライズセールス



採用計画 [prod/eng] メンバークラス
（年収600〜800万円程度） 募集終了

10名

データサイエンティスト

バックエンドエンジニア SREフロントエンドエンジニア

システムエンジニア QAエンジニア



採用計画 [corp/hr/pr] マネジャークラス
（年収1000万円前後）

メンバークラス
（年収600〜800万円程度）

採用

募集終了

4名

UIUXデザイン管理部長



エントリーお待ちしています！
一緒に世界の大量廃棄問題を解決しましょう！


