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Agenda
今日話すこと



クックパッドの開発スタイルとSass

Sassを使った自社デザインフレームワーク
毎日の料理のためのSass？



About Cookpad’s 
Coding Style
クックパッドの開発スタイルとSass



Engineer + Designer
2013/ 1 時点

45人



クックパッドの開発スタイル

• Sass / Haml（デザイナー・エンジニア問わず）

• GitHub（デザイナー・エンジニア問わず）

• 平行して複数のプロジェクトが進む
• cookpad.com以外のサービスも続々開発

• デバイス問わずサービス開発
• 早い開発サイクル（1日何度もデプロイ）
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みんなで開発

Code

Design Function

Quality Speed



みんなで開発

Code
(Sass)

Design Function

Quality Speed





CSS, SCSS coding style 

• Use a line break between selecters

button, button:visited, button:hover {
}

button, 
button:visited, 
button:hover {
}

BAD 

GOOD 



CSS, SCSS coding style 

• Use underscore in class names and ids
• Don't qualify ID Rules with tag names or classes

button#backButton {
}

#back_button {
}

BAD 

GOOD 



• Add mixins at the beginning of selector class

.comment {
  @include border-radius(2px);
  @include box-shadow;
  color: $red;
  font-weight: bold;
}

GOOD 

CSS, SCSS coding style 



コードレビュー



コードレビュー

ルールがあるので、
@includeは一番上です

修正します 



コードレビュー



コードレビュー

このレベルのインデントの時は改行が入っ
ていなくてもう一個深いレベルだと入って
いるのって何か意図があるのでしょうか？ ガイドラインだと子要素と属性の間に

は空行あり、子要素が並ぶ場合は空行
なしっぽいんですよね。
@takuji-ikedaさん、どうでしょ
1つのCSSファイルの中で、どういう場
合に空行をあけるのかというルールは持ち
ましょう。今後まとまりがなくなるようで
したらガイドライン化します。



SCSS 構成

Sara Sara_settings

cookpad.scss

partial

pages

common

extensions

@import



SCSS 構成

Sara Sara_settings

cookpad.scss

partial

pages

common

extensions 限定ユーザーなど一時的な機能用

横断的に使っているUIコンポーネント

ページごとのスタイル用

Saraがまかなえない基本スタイル

@import



SCSS 構成

Sara Sara_settings

extension_a.scss

@import

extension_b_smartphone.scss



SCSS 構成

Sara Sara_settings

cookpad.scss

partial

pages

common

extensions 限定ユーザーなど一時的な機能用

横断的に使っているUIコンポーネント

ページごとのスタイル用

Saraがまかなえない基本スタイル

@import



Sara
Sassを使った自社デザインフレームワーク



Sara?



皿
美味しい料理を支える、料理に合う美しい皿
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クックパッドのデザインの抽象化



UIコンポーネントの共有



変数によるカラーコードなどの管理



デバイスをまたいだカラーマネージ



新サービスや社内サービスへの拡張



新サービスや社内サービスへの拡張



Sara Framework



Sara Framework



Sara mixin



Sara mixin

@include size(16px);
@include size(64px, 32px);

簡単サイズ指定



Sara mixin

@include absolute(10px, 5px, $z: 999);

absolute パッケージ



Sara mixin

@include button_generator($red);
@include button_generator (
  $button_bg_from,
  $button_bg_to: $button_bg_from,
  $button_border: darken($button_bg_to, 7%),
  $button_text_shadow: darken($button_bg_to, 10%)
)

定番のbutton



Sara mixin

@include tooltip;
@include tooltip (
  $tooltip_width: 200px,
  $triangle_position: top, // top, right, bottom, left
  $triangle_distance: 100px,
  $triangle_size: small, // small, large
)

どこでもtooltip



Pull Request

Good job!



Recent Topic



Recent Topic

Sara Responsive



Sara Responsive

Recent Topic

Not so good yet ..



失敗談



メインのCSSが効いてない？

失敗談

IEのCSSセレクター上限

4095Over

IEでデザインが崩れてます...



CSS分割しますか？

いやいや、無駄があるはずなので
リファクタリングしましょうよ

ムダなimportやextendがないか
調べます

対策

念のため、開発環境でAlertだします



対策1 開発環境でのAlert

Good job!



対策2 SCSS見直し

extendをmixinに変えたら
3万行のCSSが1万行になりました



CSS Preprocessorを使うと
CSSの量が増える傾向にあります。
適材適所、適切に使いましょう。



Sass 
for everyday cooking ?
毎日の料理のためのSass?



良きクックパッド体験の提供



検証結果の反映

検 証

@include button; @include button(#ef6074);

more better



検証結果の反映

検 証

@include button; @include button(#ef6074);

@include button;@include button;



@mixin button (
  $button_bg_from,
  $button_bg_to: $button_bg_from,
  $button_border: darken($button_bg_to, 7%),
  $button_text_shadow: darken($button_bg_to, 10%)
  ){

  text-shadow: 0 -1px 0 $button_text_shadow;
  @if ($button_border == 'none') {  border: none;  }
  @elseif ($button_border == '') {  border: none;  } 
  @else {  border: 1px solid $button_border; }

  background: $button_bg_to;
  @include gradient($button_bg_from, $button_bg_to);

  &:hover {
    @if ($button_border == 'none') {  border: none;  }
    @elseif ($button_border == '') {  border: none;  }
    @else {  border: 1px solid $button_border;  }

    border: 1px solid darken($button_border, 3%);
    @include gradient(darken($button_bg_from, 3%), darken($button_bg_to, 3%));
  }
}

単なるUIパーツではな
く必要な部分の拡張を
許容する 

検証結果の反映



良きクックパッド体験の提供

型にはめない柔軟性高い
デザインフレームワーク



美味しそうなデザイン



 例
・青は使わない
・レシピページへのリンク色は緑
・レシピ画像は全部左回り



経験と感性に基づいたデザインの
仕組みに組み込む

美味しそうなデザイン



すばやい開発サイクル



文字色 背景色 リンク色

ボーダー色 レシピ色 アクセント色

#3c3c3c #faf3e3 #330000

#F5F1E1 #889B00 #ff9933

Sassを使って変数化



$branding_main: #4d2200 !default;
$branding_accent: #ff9933 !default;
$branding_support: #faf3e3 !default;

$anchor: #330000 !default;
$anchor_visited: #845f4b !default;

$body: #3c3c3c !default;
$body_bg: $branding_support !default;

$recipe_title: #889B00 !default;
$default_border: darken($body_bg, 5%) !default;

ソースコードから
参照可能な
ガイドライン

Sassを使って変数化



すばやい開発サイクル

ボトムアップ型のデザインガイドライン



ボトムアップ型のデザインガイドライン

経験と感性に基づいたデザインの
仕組みに組み込む

型にはめない柔軟性高い
デザインフレームワーク



ボトムアップ型のデザインガイドライン

経験と感性に基づいたデザインの
仕組みに組み込む

型にはめない柔軟性高い
デザインフレームワーク



Coding Designing



Coding
Designing



以上、ご清聴ありがとうございました

エンジニア / デザイナー 募集中

クックパッドのサービス開発にご興味が
ある方、気軽にお声がけください！

@tikeda　 takuji-ikeda@cookpad.com

Special Thanks Photo by cookpad recipes and Flickr
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