
 1. Quang Trung Software 

City (QTSC) 

 

 

 2. Sunrise Software  
Solutions Corporation 
(S3 Corp.) 

https://www.qtsc.com.vn/ja http://s3corp.jp 

Quang Trung ソフトウエアシティ（QTSC）は、21 世紀の
ホーチミン政府の経済発展計画における重要なプロジェクト
の⼀つとして 2001 年に設⽴された。これまでに QTSC は、
IT 産業への投資と協⼒の機会を求めている⼈々にとって魅⼒
的な⽬的地となっている。 

 

・ 設⽴:2001 年                  ・ 従業員数:140 ⼈  
・ 主要商品:電気通信技術基盤(アンテナとインターネット接
続)、情報技術サービスおよびその他のコンピュータ関連サー
ビスの提供、貿易促進、不動産事業、専⾨的/科学的/技術的
活動 
 

設⽴以来 10 年以上にわたり⽶系⼤⼿銀⾏向け Web 開発や、韓国
⾃動⾞メーカー向けカーナビゲーションのテストプロジェクトなど
の多くの開発実績を有する。2015 年にはベトナム IT アウトソー
シング企業トップ 10 に選出され、ISMS 認証を取得した品質や情
報セキュリティ⾯には定評がある。⽇本向けに専属チームを⽴ち上
げオフィス内に専⽤スペースや VPN 回線を⽤意し、要件定義⼯程
からテスト⼯程まで幅広い⼯程に対応可能。 
 
 

・ 設⽴:2007 年           ・ 従業員数:300 ⼈ 
・ 主要商品:ソフトウェア開発、新機能の開発、既存の機能
拡張、⾃動テストツールの開発、テスト・メンテナンスサポ
ートサービス、Fintec / AI の開発研究 
・ 認証:ISO/IEC 27001 

 

3. IMT Solutions 

 

 

 4. Kaopiz Software 
 Technology Co., Ltd. 

https://jp.imt-soft.com/ https://kaopiz.com 
 
 

ソフトウェアの受託開発およびデジタルトランスフォーメーションを
⾏う。現在、⽇本及び⽶国との取引が中⼼。Microsoft 社のゴールド
パートナーであり、ISO 27001 の認証を取得済み。 事業領域は⾃
動⾞、医療、保険、⾦融、通信、ホテル・観光、出版・メディアと多
岐にわたる。ベトナム・リーディング IT アウトソーシング選出、
Sao Khue 賞受賞、ベトナム・ICT カンパニーtop40 選出、ベトナ
ム・ICT カンパニーtop50 選出など⾼い評価を受ける。 
 
 

・ 設⽴:2008 年  
・ 主要商品:ソフトウェアの受託開発、Web &Cloud アプリ
ケーション開発、モバイルアプリケーション開発、ソフトウ
ェア試験、カスタマイズ開発、BPO サービス、デジタルトラ
ンスフォーメーションサービス 
・ 認証:ISO27001 

 
 
 

ベトナム・ハノイと東京に拠点を置き、⽇本企業向けのオフ
ショア開発サービスを提供。 ベトナムと⽇本の優秀な IT エ
ンジニアが、開発スピードと柔軟性を重視しながら、低価格
にて⾼品質のシステムを提供する。⽇本法⼈を設⽴してお
り、⽇本国内での取引が可能。 
 
 

・ 設⽴:2014 年        ・ 従業員数:122 ⼈    
・ 資本⾦:約 1500 万円 
・ 主要商品:Web システム開発、モバイルアプリーケション・
ゲーム開発、AI 研究開発、教育システム開発 
 

 5. BPO.MP CO., LTD 

 

 
6. CodeLovers 

Vietnam.,JSC 

http://www.mpbpo.com.vn/ja/ http://codelovers.vn 
 
 

企業が⾃社の中核事業に注⼒し、業務プロセスの効率化、時
間節約、⼈件費削減、⽣産性の向上を図るため、データ⼊
⼒、DTP 画像処理、ソフトウェア開発などのサービスを提
供。経験豊富なスタッフと最先端技術の応⽤により、最適な
⽅法であらゆる要望に対応。2019 年 Sao Khue 賞受賞。 
 
 

・ 設⽴:2017 年           ・ 従業員数:103 ⼈  
・ 資本⾦:約 5000 万円      

・ 主要商品:データ⼊⼒、DTP 画像処理、ソフトウェア開発 
・ 認証:ISO27001 
・ 商談⽬的:共同研究・技術提携、⽇本企業への販売 
 

 
 

⽇本のパートナー向けに⾼品質の IT / ICT サービスを提
供。「⼈間」と「プロセス」を原動⼒として、成⻑・⽬標達
成を続けている。優秀な⼈材の採⽤と⼈材育成に注⼒し、常
に社内プロセスの改善を⾏う。           
 
 

・ 設⽴:2013 年                  ・ 従業員数:70 ⼈  
・ 主要商品:メッセージングプラットフォーム、チャットボ
ット SNS、IoT / ICT プラットフォーム、ビッグデータ、機
械学習、アプリケーションのオープン検索エンジン、VR 製
品 VR / AR 
・商談希望:BPO・ソフトウェアの分野で活動している企業
とのパートナーシップ 



 

 

 

7. IFI SOLUTION CO., LTD 

 

 
8. ARIS VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

http://www.ifisolution.com https://aris-vn.com/ja/ 
 
 
 

エネルギー・テレコム・データ管理・医療・銀⾏やファイナ
ンス等の分野でソフトウェア開発に 16 年の経験を有す。顧客
はフランス、イタリア、⽇本が中⼼。2014 年に⽇本市場で初
めてパイロットプロジェクトを実施し、今や⽇本向けの開発
者は 50 名にまで増加。熟練した勤勉なスタッフが品質・コス
ト・納期を重視し、あらゆる顧客の要望に対応。 
 
 

・ 設⽴:2003 年                  ・ 従業員数:約 250 ⼈  
・ 主要商品:モバイルアプリケーション開発、フロントエン
ド Web アプリケーション開発、バックエンド（サーバー）
Web アプリケーション開発、組み込みソフトウェア開発、ソ
フトウェア検証（⾃動テスト、⼿動テスト） 

 
 

ホーチミンとハノイに拠点。⽇本からのオフショア開発とベ
トナム現地企業向けのシステム開発を⾏う。⻑年蓄積してき
たプロジェクト管理経験及び業務ノウハウを活かし、⽇本と
同⽔準でソフトウェア開発サービスを提供。ソフトウエアプ
ロダクトの開発、保守、アップグレードなどを⼀貫してサポ
ート可能。オフショア開発は要望に合わせ、「ラボ型」「受
託型」の 2 種類のスタイルを提案。契約も⽇本国内で可能で
あり、⽇本⼈の営業担当が対応できる。 
 
 

・ 設⽴:2011 年           ・ 従業員数:65 ⼈  
・ 主要商品:モバイルアプリケーション開発、Web システ
ム開発、システムインテグレーション、ソフトウェア検証、
グラフィックデザイン、AI 研究開発、Blockchain 開発、e-
learning システム導⼊・運⽤保守、Salesforce 開発 

 9. UNITECH 

 

 
10. BANVIEN COMPANY  

LIMITED 

http://ja.unitech.vn/ http://banvien.com/ 
 
 

ベトナムで IT のアウトソーシングをリードする会社になると
いうビジョンから⽣まれ、IT 業界で 11 年間の事業を営んで
きたことで、IT 市場において国内外で広く知られる。現在、
VINASA と情報通信省によって認められているベトナムの中
部地域でトップのソフトウェア企業。 2009 年以来、ベトナ
ムで⽇本の最⼤のアウトソーシングプロジェクトに参加する
数少ない企業の 1 つに選ばれた。 

 

・ 設⽴:2007 年                  ・ 従業員数:145 ⼈  
・ 主要製品:E-gov suite, UniHospital, UniPOS, Portal 
・ 主要サービス:オフショア開発 / OSDC、システム開発、
WEB システム開発・ホームページ製作、スマートフォンコン
テンツ開発 

 
 
 

2010 年 3 ⽉の創⽴以来、ベトナム最⾼レベルの⼈材とグロ
ーバルビジネス経験を最⼤限に活かし、世界に通⽤する優良
なサービスを提供。顧客より⾼い評価を受けている。200 名
以上の才能あふれる⼈材を擁し、3 か国に 5 か所拠点を有す
る。年間 50 件以上のプロジェクトを完遂し、95%以上のリ
ピーター率を誇る。 
 
 

・ 設⽴:2010 年                  ・ 従業員数:約 200 ⼈  
・ 主要商品:組み込みシステム、ソフトウェア開発(⾃動
⾞、組み込み AI、ネットワーク、サプライチェーン、教
育、⾦融) 
 

 

11. Rikkeisoft Co., Ltd 

 
 

12. HAPOSOFT CO.,LTD 

https://rikkeisoft.com/ http://haposoft.com/ja 
 
 
 

⽇本の顧客向けに IT ソフトウェアアウトソーシングサービス
を提供。モバイルとインターネットを通じて⼈々により良い
⽣活を提供するという使命に誇りを持って取り組む。 
 
 

・ 設⽴: 2012 年                  ・ 従業員数:800 ⼈  
・ 主要商品:業務・⾦融システム開発、Web・Cloud システ
ム開発、スマートフォンゲーム・アプリ開発(iOS, Android, 
WindowsPhone)、AI・IoT、組込システム開発、ソフトウェ
ア品質検証サービス 
・ 商談希望:IT アウトソーシングに興味のある⽅ 

 
 
 
 

⽇本企業向け⾼品質なシステム開発サービスを最適な価格で
提供。要件定義から UI/UX デザイン、構築、展開まで対応
可能。⽇本法⼈を設⽴しており、⽇本国内での取引が可能。 
お客様の成功を最優先し、「Happy」な環境でお客様のアイ
デアを実現できる、信頼されるパートナーになれるよう努⼒
して参ります。 
 
 

・ 設⽴:2016 年                  ・ 従業員数:40 ⼈  
・ 主要商品:Web システム開発、モバイルアプリケーショ
ン開発、SNS、業務システム開発 、AI 研究開発 



 

 

13. DIROX 

 

 14. GMO-Z.com 

RUNSYSTEM 

https://www.dirox.net/jp/ https://runsystem.net/ja/ 
2003 年、フランス起業家(現 CEO・チェアマン)によりホーチミ
ンに開発拠点を設⽴。以来、ヨーロッパ、北⽶、オーストラリ
ア、シンガポール、⽇本等の要求⽔準の⾼い顧客を満⾜させられ
るサービスを提供。⽇本、フランス、⾹港にサービス拠点を有す
る。多国籍スタッフを擁する国際企業として培われたビジネス⽔
準に加え、⽇本⼈ PM によるプロジェクト遂⾏にて、オフショア
開発につきまとう「品質、納期、予算、⾔語とビジネス⽂化の違
い」という不安材料を払拭する。アジャイル・スクラム⼿法の採
⽤、オープンソースツールの優先活⽤により、総コストの削減、
また将来の運⽤のし易さ、拡張を⾒据えた開発を実践。 
 
 
 

・ 設⽴: 2003 年    ・ 従業員数: 105 ⼈ 
・ 主要商品: ソフトウェア開発、モバイルアプリ開発、ゲー
ム開発(Unity 他)、テスター等専⾨サービス、AR/ VR、IoT、
セキュリティ監査、総合メンテナンス 

 
 
 
 

⽇本・ベトナム市場向けソフトウェアのオフショア開発を⾏
い、情報技術のソリューションサービスを提供。職場環境、
技術、プロセスを絶えず改善し、パフォーマンスを最⼤限に
発揮することで、グローバル品質の製品・サービスを提供
し、顧客の満⾜と社員の笑顔の創造を⽬指す。 
 
 
 

・ 設⽴:2005 年  ・ 従業員数:530⼈(⽇本⽀社 35 ⼈) 
・ 主要商品:オフショア開発センター・サービス（業務シス
テム、WEB・スマホアプリ, IoT, 等）、AI ⼿書き⽂字認識
SmartOCR、WEB ベース SmartRPA、検証サービス 
・ 商談希望:オフショアラボ開発を考えている企業、協業で
サービス開発できる企業、スタートアップの企業との商談 

 15. NEWWAVE 

SOLUTIONS JSC 

 

 

16.  VMODEV HANOI 

TECHNOLOGY JSC 

https://newwave.vn/ http://vmodev.com/ 
NEWWAVE ソリューションは 2011 年にベトナムにて創業し
たオフショア開発企業。⾼品質・納期厳守・低価格をモット
ーとし、技術ソリューションとアウトソーシングサービスを
提供する。モバイルアプリ開発、ウェブシステム開発、ゲー
ム開発、ソフトメンテナンス等様々な経験を有し、⽇本・ベ
トナムの様々な企業にサービスを提供してきた。 

 
 

・ 設⽴: 2011 年    ・ 従業員数: 90 ⼈ 
・ 主要商品:業務システム開発、EPR システム開発、モバイ
ルアプリ開発、モバイル・HTML ゲーム開発、ソフトウェア
メインテナンス、R&D サービス 
・ 商談希望:共同研究・技術提携、アウトソーシング、パー
トナーとなりうる企業との商談 

 
 
 
 

10 年以上の国内・海外 IT 事業経験を有する経営陣と、ユニー
クかつ優れたスタッフを有する優良 IT アウトソーシング企業。 
・ 主要商品︓ 
①アウトソーシング開発・メンテナンス事業 
（ソフトウェア開発サイクル全域にわたるサポート、設計から
メンテナンスまで網羅）②モバイルアプリ開発（純正・ハイブ
リッド・クロスプラットフォーム開発が可能。主要 OS 対応） 
③WEB/WEB アプリ開発（E コマース・E ラーニング・アドテ
ック・⾦融・エンターテインメント分野などの WEB システ
ム・WEB アプリ構築）④エンジニア派遣 
・ 商談希望:オフショアラボ開発を考えている企業、協業でサ
ービス開発できる企業、スタートアップの企業との商談 

 17. FUJINET SYSTEMS 

JSC 

https://fujinet.net/ja 
FUJINET は、ベトナムの IT 技術者を⻑期的・継続的に育成し、
特に⽇本語能⼒向上に特化することで、ベトナム・ソフトウェア
業界の⽇本向け開発シェアー№１を⽬指します。 
⽇本オフショア開発での実績が豊富で、優秀な技術者のもと⽇本
語による開発が可能です。⽇本・ベトナム間の回線環境やセキュ
リティ管理の徹底の点でも強みがあります。 
・ 設⽴:2000 年                  ・ 従業員数:約 700 ⼈  
・ 資本⾦:約 3 億 6000 万円    ・ 売上⾼:約 10 億 1000
万円 
・ 主要商品:ソフトウェア開発（業務系システム、WEB 系システ
ム、スマホ向け WEB システム・アプリ等） 
・ 認証: ISO27001 




