
WE CARE. WE COMMIT.
WE ARE YOUR TRUE PARTNER.

ラボ型オフショア開発
ITエンジニア派遣

システム ・ アプリ開発
人工知能開発

BLOCKCHAINコンサルティング ・ 開発



代表取締役社長

Tran Ngoc Son

ミッション
MISSION
１．人を中心とした環境を構築し、すべてのメンバ
ーに持続可能なキャリア開発の機会と幸せを創出
します。

２．お客様への信頼と満足を積み重ね、長期的な
コミットメントを果たし、信頼できるパートナーに
なります。

３．高度な技術を応用して生産能力と生活水準を
向上させ、手を携えて豊かな社会を築きます。

ビジョン
VISION

VNEXT HOLDINGSは、ハイテク分野トップ企業にな
ることを目指します。幸せな環境と豊かな社会を共
に築きます。

VNEXT HOLDINGS株式会社は、このミッションステートメントを掲
げています。これは、創業以来10年以上に渡り、多くの試練に直面
しながらも、お客様に応援いただいたことで社員一丸となって乗り
越えてきた私自身の強い想いを表現したものでもあります。

私は、お客様の課題に対して一緒に取り組んでいく「組織として存
在するVNEXT HOLDINGS」こそが、「お客様から最も信頼されるパ
ートナー」になると信じ、日本とベトナムを繋ぎ続けていくことで、
これらを実現できるものと思っています。

ベトナムでのオフショア開発創成期から、日本市場に向けて製品
やサービスを提供してきた実感として、日本とベトナムの関係が、
近年、さらに密接になってきていると感じています。これは、互いの
国の強みと弱みが補完的であり、人々の考え方や文化も近いとい
うことが、今まで以上に理解されてきたからに他なりません。また、
この傾向は将来も続くと感じています。

ITの分野のみならず、ベトナムと日本の様々な分野での関係性の
発展は、ベトナム人そして日本人双方に大きなチャンスをもたらす
ものでしょう。その発展過程に今後も深く関与し貢献していくことで
、私は母国ベトナムへの思いを実現させ、また第二のふるさとであ
る日本に対して恩返しができることを願っています。



設立

住所

WEB

資本金

従業員数

事業

2017年10月

会社名 VNEXT JAPAN株式会社

2,000万円

35人（2020年05月時点）

システム・アプリコンサルティング／開発
ITエンジニア派遣

〒101 - 0021 東京都千代田区外神田3 - 8 - 9昌徳ビル7F

vnext.co.jp
TEL 03 - 6811 - 6633

関連会社

VNEXT HOLDINGS

VNEXT JAPAN VNEXT SOFTWARE TomoChain JAPAN

関連会社

SotaNextAIMENEXT

設立

従業員数

資本金

事業

2008年01月

会社名 VNEXT SOFTWARE JSC

313人（2020年05月時点）

50億ベトナムドン（約2,300万円）

ラボ型オフショア開発

システム・アプリケーション開発

人工知能開発

ブロックチェーンコンサルティング・開発

住所

支社

本社

TEL

住所

TEL

18th Floor, C Tower, Central Point, 219 Trung Kinh Str.,

Cau Giay Dist., Hanoi City, Vietnam

3rd Floor, UST Tower, 639 Nguyen Tat Thanh Str., 
Thanh Khe Dist., Da Nang City, Vietnam

+ (84) - 24 - 3765 - 9555 (Ex: 114)

+ (84) - 24 - 3765 - 9555

組織図

事業内容
ブロックチェーン
コンサルティング
従業員数
5名
tomochain.com/ja/

TomoChain Japan（株） 

事業内容
人工知能開発

従業員数
50名
aimenext.com

AimeNext JSC SotaNext JSC

事業内容
ブロックチェーン 開発

従業員数
25名
sotanext.com



&
以上の開発経験を持ち、大幅なIT分野で開発しています。

お客様のビジネスに

技術力と柔軟性を持つ 専属開発チーム をご用意いたします。

「高品質な」開発なら VNEXT

204 案件

100 案件

68 案件

35 案件

システム

406案件

アプリケーション

BLOCKCHAIN

AI

WEBシステム全般 
基幹系システム
既存システム修正
ServiceNow開発

ネイティブアプリ（Android・iOSなど)
業務用アプリ
チャットアプリ

マッチングシステム
業務系システム
SAP開発

マッチングアプリ
予約アプリ
AI搭載アプリ

自然言語処理
画像処理

音声処理
データマイニング

パブリックチェーン技術応用システム
プライベートチェーン技術応用システム
ブロックチェーンプラットフォームの提供

仮想通貨システム開発

180社
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直接に管理

日本語で
やり取り

メリット

コストを
最大3/4削減

優秀な開発者を
確保

仕様変更を
柔軟的に対応

VNEXTでは

日系企業様と長いお付き合いをしており、
10年以上連続での協力パートナー関係のある企業様も。

ベトナム人エンジニアが開発したシステムを日本人エンジアの
品質管理担当がチェックする体制を取っており、日本企業と
変わらないクオリティを担保。

仕様変更などによるラボ人員の増減に柔軟に対応可能。

ラボの基本構成は3名からですが、工程により人数の調整ができます。

御社担当者

ブリッジSE

品質管理部 ITサポート

開発チーム ブリッジSE

PM

サポートチーム

専属ラボチーム

ラボ型開発とは、御社のご希望の仕様に必要なスキルを持つエンジニアを
必要な人数・必要な期間だけ貴社専属チームとして確保しながら開発を行っていく契約です。

1月

3 3

6 6 6

4 4

3 3 3

5

6

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2

4

6

8
3ヶ月だけ開発人員を

増やしたい

バグFix工程は
メンバーを少し減らす

次のプロジェクトに
むけて準備

リソースが余れば
別プロジェクトのチケット

消化などもさせたい

通常は固定で
3名ラボ体制を維持
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ラボ型オフショア開発



システム・アプリケーション開発

6

ワンストップ開発
ビジネスパートナーとしてプロジェクトの要件定
義から設計、構築、保守・運用、インフラ連携まで、
一貫したサービスラインナップでサポート。

充実のサポート体制：ストアへの申請サポート、
OSバージョンアップへの対応

VNEXT HOLDINGSでは豊富な開発経験を基に、品質を重視した観点から設計・開発に取り
組み、お客様のサービスを成功に導くためのWebシステム開発を提供しています。

システム開発
204
案件以上 案件以上

アプリケーション開発
100

コミュニケーション能力が高い
コミュニケーション品質監査日本人が在籍します。

全て日本語で対応します。
定例会、定期的な顧客満足度アンケートを実施します。

3

日本人がリードする品質管理部
品質管理部が独立し、各プロジェクトを監査します。

日本人がリードして、「日本品質」担保します。
進捗管理
品質管理

工程改善
共通プロセスの定義

VNEXT?why

1 2

8



システム・アプリケーション開発

多くの技術が対応可能

7

日本法人がサポート
直接提案・発注・契約・支払など窓口としてお客様をサポートします。
日本常駐人材・お客様とオフショアチームの調整を行います。
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CRMシステム

システム開発実績

情報管理・分析・可視化で、事業・戦略やプロセス
マネジメントでき、営業に欠かせないCRMシステム。

SAP開発

代行入札システム 人材マッチングシステム

企業向けECサイト スーパー営業システム

財務会計、販売管理、在庫管理などお客様の業務に応じる
様々なSAPシステムのカスタマイズ・導入から運用・保守
までトータルソリューションを提供しています。

車両の入札に参加したい顧客は本システムを通してオ
ーダーする。オペレーターはユーザーのそのオーダー
を受け取って、代行として入札を実施する。入札結果
は各オークション後にユーザーにメールで通知される
。その後は請求書発行し、取引情報を記録する。

企業向けのドイツブランドの卓球用品販売・管理システ
ムです。企業ユーザー向けなので、共有アカウントで全
ての注文情報も把握できたり、注文作業をサポートした
りすることなど色々な機能をカスタマイズしました。

営業戦略を即時に各営業現場へ落とし込せるAI搭載シス
テムです。目的はCV数/CPA最大化・教育コスト/期間の
最小化すること。

人材紹介・人材派遣のためのマッチングするプラットフ
ォームです。 統一のシステムで、候補者のレジュメ及び
企業求人案件を管理し、両方のメール調整、進捗管理、
契約、自動請求書発行まで様々な作業も支援可能です。

8

システム開発実績
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スマートロッカー
アプリ

アプリケーション開発実績

金属板OCR
アプリ

ビジネスチャット 
ウェブ・スマホアプリ ウェブ・スマホアプリ

予約

ビジネスパフォーマンスを最大化するセキュアな
設計、AI搭載の次世代型ビジネスチャット。
文書入手・会議室予約など日常業務をも簡単に操作
できする。

ダンス学習
アプリ

共済ポータル
アプリ

全国に設置されたロッカーの空
き検索や、ワンタイムパス・QR
によるロッカーの開錠。アプリ
上で決済まで繋げることでスマ
ートなロッカー利用を実現しま
した。

9

アプリケーション開発実績

バレエ学生はグラフチャート、
ノートにより簡単に自分のトレ
ーニング進捗を管理できながら
、SNSアプリのように練習ビデ
オの共有により他の学生と交流
でき、講師からのアドバイスも
もらえるアプリである。また、
レッスン動画購入、バレエイベ
ント情報アップデートなど丸ご
とでバレエスキルアップ！

自動車車体や、機械製品につけ
られた金属板をAI-OCRエンジン
で読取り、スマートな製品検索
などを実現しました。

シンプルな操作で、レストラン、クリニックなどで空席
状況やキャンセル待ちを確認し、24時間予約ができるア
プリ。オンライン決済も対応でき、予約業務を効率化。
また、予約から顧客管理、メール配信まで揃った豊富な
機能がある。

SCAN

WELCOME TO

MM DANCE
LOG IN

ABC会場

イベント情報

友達・家族と一緒に楽しみましょう。
営業時間：08:00～21:00

（土日・祝日を除く）

アクセス

千代田区

ABC会場

詳細

共済組合員向けサービスとして
利用される。イベント最新情報、
地図上からの提携施設の検索、
アプリ内で表示されるカードで
会員割引を受けられるなどの
サービスを受けられる。
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交通管理

口コミ
分析

CHATBOT

自動要約

献立最適化

レコメンド

クリック
予測

株価予測
中古車

価格予測

人間の行動・
ポーズ認識

音声認識
システム

AI 議事録

スマート
OCR

動画解析
顔と人認知

車認識・

データ
マイニング

画像処理

医療論文
要約

副作用抽出

自然
言語処理

音声処理

VNEXT HOLDINGSではAIにおける
大幅な分野で対応可能。

AIでビジネスに新価値を生み出します。

人工知能開発
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人工知能開発

コンサルティング・リサーチ・データ前処理・実装

全フローをフルサポート

ベトナムAIトップ開発者
チーム

日本企業に働く経験があって、高い技術力だけではなく、
日本語と日本ビジネス・文化に関する理解度が高い開発チーム。

様々な産業にAIソリューションを提供

業務効率化・医療・金融・営業支援・広告・教育・飲食・小売・不動産・旅行など

多数開発実績

自然言語処理

18案件

Female

画像処理

12案件

データマイニング

20案件

音声処理

5案件
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金融・EC・小売り・旅行など様々な領域
分野にカスタマ自動サポートシステム、
旅行自動案内、チャットボットを導入さ
れています。

音声認識システムは音声アシスタントだ
けでなく、ミーティング時の議事録の自
動作成、音声翻訳、ロボットとの対話等
幅広い分野で利用されており、また日々
その精度も向上してきています。

医薬分野で、多数の論文から言語を
理解し、そこから薬の副作用など

様々な情報をAIが抽出し、データ化
しています。

議事録作成の一部をAIに任せ、業務
効率化の実施が可能となります。

議事録作成支援システム
AI 議事録
AimeNext Demo

START

人工知能開発

自然言語処理・音声処理
開発事例

        

ディープラーニング技術を活用することで
店舗に設置したカメラの動画をもとに来店
者数や来客の年齢・性別、店内の回遊状況
などを解析・可視化することができます。
また、そのデータを利用して、効果分析し
改善のポイントになリます。

動画中の特定領域に長さの基準を指定し
て、車両の速度を計測します。車両の種
類（バス、車、トラック）、速度、ナン
バープレートを認識します。

画像処理と言語理解技術を利用して、様
々の請求書・領収書などの画像から文字
を認識し、情報を抽出します。また、そ
れをすべてデータして、管理することが
できます。

病院の献立をAIで自動作成し、患者の
食生活上での様々な制約を満たせて最
適化します。また、大規模患者数の献
立から必要な食材の発注書自動最適化

自動発行を行います。

Truck

Car

35歳

32歳

過去売り価格と為替レートや車種など
に基づく価格予測システム。

顧客の電力利用料のデータを分析、利
用ニーズの予測、顧客にベストプラン

を推薦します。

画像処理
開発事例

データマイニング
開発事例

AI-OCR
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BLOCKCHAINコンサルティング・開発

ブロックチェーンの最先端技術で新たな価値を生み出す

トップクラスのブロックチェーン
技術と経験

ソリューションから運用・保守まで一貫した提案
「どうやって導入できるか」という悩みを解決して、顧客の企業の価値を変える

様々な業界にソリューションを提供
医療、販売、教育、生産、配送、サービスなど

レバレッジ、IEOやオプションなどの高機能
仮想通貨取引所の開発実績 

仮想通貨
取引所

TomoChain上の
トークン発行

Sota Console
コンソーシアム型
ブロックチェーン

プロトコル

TomoChainを活用した
トレーサビリティ

10 4 7 1



許可型ブロックチェーン・データベースの開発事例

開発実績

複数のコンソーシアム型ブロックチェーンタイプに対応し、ノードを含むブロックチェーンネットワークを簡単
に設定/運用でき、カストマイズ可能なプロトコルである。

医療情報をブロックチェーンでセキュア
かつ効率的に保管するシステムです。

中古車のトレーサビリティをトラックする
許可型ブロックチェーンシステムです。

複数の取引参加者が共有する物流データを取
引する許可型ブロックチェーンシステムです。

BLOCKCHAINコンサルティング・開発
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SOTA CONSOLE

データ 提供 データ利用

管理者

ブロックチェーン
設定インターフェース

ブロックチェーン

データ データ



パブリック・ブロックチェーン・プラットフォーム

開発実績

TomoChainプラットフォームで、ユーザー取引のために仮想通貨が必要なく、プライバシー保護できる
プロダクトを構築し、TomoChainコア・チームからの直接サポートを受けます。

サプライヤー と連 携し、食 品 情 報 を
TomoChainに記録し、トレーサビリティ
によって顧客の信頼を高めます。

コンテンツ、ゲームアイテムなどのデジタルアセットを
ブロックチェーン上のNFTトークンとして発行することで、

ユーザーが簡単に購入したり送信したりできます。

TomoChainでポイントによるキャッシュレス決済
システムを低コストで構築する。プライバシー
保護などの充実な機能、スマホ対応の使いやすい
アプリケーションも一緒に提供します。

BLOCKCHAINコンサルティング・開発
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XXX Point

Internet banking



顧客

VNEXT JAPAN株式会社
日本窓口

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-8-9　昌徳ビル7F

お問い合わせはこちら  
sales@vnext.vn

資格

※2018年と2019年

03-6811-6633vnext.co.jp

2年連続受賞


