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はじめに

baserCMS プロジェクトをご支援頂き、誠にありがとうございます。

ご存知のとおり、baserCMS プロジェクトは、ボランティアベースのプロジェクトであり、ご支援者様

の力なくしては継続する事ができません。

つきましては、2019年における baserCMS プロジェクトの現状と、活動について取りまとめました

ので、ご一読頂き、よろしければ、引き続きご支援頂けましたら幸いです。



活動報告

1. ACTIVITY



baserCMS プロジェクトでは、国産オープンソースパッケージ

「baserCMS」を普及・発展させる為、様々な活動を行っており、イベント

においては、スポンサー様のロゴ入りのパンフレットを配布させて頂い

ております。

パンフレットの配布



パンフレット内側



パンフレット外側



活動一覧（１）

実施日 種別 開催地 活動内容 来場者数

2019/01/30 イベント オンライン baserCMSオンライン井戸端会議 10

2019/02/22 イベント 東京 オープンソースカンファレンス 2019 Tokyo/Spring 700

2019/02/05 開発 ー baserCMS v4.1.6 リリース ー

2019/02/28 イベント オンライン baserCMS井戸端会議 5

2019/03/27 イベント オンライン baserCMS井戸端会議 6

2019/03/25 開発 ー baserCMS v4.1.7 リリース ー

2019/04/03 インフラ ー baserCMSユーザーズフォーラムシステムリプレイス（Discourse） 20

2019/04/10 開発 ー Facebook投稿プラグインアップデート

2019/04/24 イベント オンライン baserCMS井戸端会議 6

2019/04/26 イベント 東京 第2回 baserCMS UG 関東MeetUp @五反田 7

2019/05/09 開発 ー baserCMS v4.1.8 リリース ー

2019/05/10 インフラ ー 課題管理と開発ドキュメントをGitHubへ移行 ー

2019/05/14 開発 ー コンテンツ管理権限プラグインリリース ー

2019/05/25 イベント 福岡 baser Meetup vol.2 50

2019/05/22 イベント オンライン baser井戸端会議 5





活動一覧（２）

実施日 種別 開催地 活動内容 来場者数

2019/06/01 イベント 北海道 オープンソースカンファレンス 2019 Hokkaido 300

2019/06/03 インフラ ー IssueHunt導入 20

2019/06/13 開発 ー baserCMS v4.2.0 リリース（新デザインβリリース） ー

2019/06/15 イベント 山口 baserCMS UG 合宿 20

2019/06/26 イベント オンライン baser井戸端会議 7

2019/07/13 イベント 愛知 contents.nagoya 100

2019/07/24 イベント オンライン baser井戸端会議 7

2019/07/26 開発 ー baserCMS v4.2.1 リリース ー

2019/08/03 イベント 京都 オープンソースカンファレンス 2019 Kyoto 300

2019/08/19 開発 ー Omotenashi-2 テーマアップデート ー

2019/08/28 イベント オンライン baser井戸端会議 4

2019/08/30 開発 ー baserCMS v4.2.2 リリース ー

2019/09/24 開発 ー BurgerEditorプラグインアップデート ー

2019/09/25 イベント オンライン baser井戸端会議 4

2019/09/27 イベント 東京 第3回 baserCMS UG 関東MeetUp @五反田 7





活動一覧（３）

実施日 種別 開催地 活動内容 来場者数

2019/09/27 開発 ー baserCMS v4.2.3 リリース ー

2019/10/05 イベント 新潟 オープンソースカンファレンス 2019 Niigata 100

2019/10/19 イベント 徳島 オープンソースカンファレンス 2019 Tokushima 150

2019/10/17 イベント オンライン baser井戸端会議 5

2019/10/25 開発 ー baserCMS v4.2.4 リリース ー

2019/11/09 イベント 福岡 オープンソースカンファレンス 2019 Fukuoka 200

2019/11/26 イベント 福岡 baserCMS勉強会（初心者向けハンズオン勉強会） 15

2019/11/27 イベント オンライン baser井戸端もくもく会 8

2019/11/27 開発 ー baserCMS v4.2.5 リリース ー

2019/12/18 イベント 東京・福岡
オンライン

baser井戸端もくもく会 8

2019/12/26 開発 ー baserCMS v4.6.0 リリース（新デザイン正式リリース） ー





また、baserCMSのテーマやプラグインをダウンロードする事ができる、

baserマーケットの会員向けに、毎月１回メールマガジンを発行してお

り、メールマガジン内にスポンサー様のPR内容を掲載させて頂いてお

ります。

メールマガジン





活動結果報告

増加 累計 補足

累計ダウンロード数 35,271回
229,483回 オフィシャルサイトよりのダウンロード数です。

バージョンアップ用のパッケージも含みます。

設置サイト数 7,418サイト 71,149サイト
実際にインストールが完了し、管理画面にログイ
ンしたサイト数です。

導入事例掲載数 22件 294件
オフィシャルサイトに寄せられた導入事例の件数
です。

クリエイティブパートナー数 2社 78社
導入事例を頂いた制作会社で、 baserCMSの導
入サービスを提供されているところが対象です。

サポーターズメンバー数 6名 85名
baserCMSプロジェクトの運営にご協力頂いてい
るボランティアメンバーです。

デベロッパーズメンバー数 2名 35名
baserCMSのパッケージ開発について開発方針等
を決定するコアメンバーです。

2020年2月19日現在



管理システムのデザインを刷新しより使いやすく



１月に初の書籍が出ました



今後の計画

2. FUTURE



活動予定一覧

予定時期 活動内容 備考

通年 baser井戸端もくもく会 毎月、第４水曜日開催

通年 PHPカンファレンス出展（福岡） 毎年、定例的に出展。

通年 オープンソースカンファレンス出展
（福岡、京都、東京、新潟、北海道）

毎年、定例的に出展。

時期未定 baserCMS５リリース CakePHP4対応



皆様のお力添えのお陰で、無事、 2019年を終える事ができました。

baserCMSは純国産のCMSとして、福岡を中心に多くの支援者を募り、利用者数を拡大している CMSです。様々な

方の情報発信支援、制作・運営における経費削減、プラグイン・テーマ等の市場形成を目的として、パッケージ開発

や勉強会、セミナーなどのプロジェクトが運営されています。

非営利の団体でボランティアスタッフによって運営されていますが、多くの企画を成り立たせるためには、

企業、団体様からのご支援が無くては、プロジェクトの運営自体が成り立ちません。

ご協力頂きました皆様に深く御礼申し上げます。

今後もbaserCMSがよりよいCMSとして成長し社会に貢献していけるよう、精進して参ります。

謝辞


