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海外の人材活用は難しいと思っていませんか？

ケービーソフトウェアはベトナム人技術者を

用いた開発を身近なものにいたします。

ケービーソフトウェア株式会社



ベトナム人技術者活用の概要

ベトナム

ハノイ

２．技術者派遣
１．オフショア開発

日本

３．ラボ契約
（お客様専用 開発チーム）

お客様

1

３つの形態の開発を提案します。

（請負開発）



ベトナム人技術者活用の利点

比較項目比較項目比較項目比較項目 １．オフショア開発１．オフショア開発１．オフショア開発１．オフショア開発 ２．技術者派遣２．技術者派遣２．技術者派遣２．技術者派遣 ３．ラボ契約３．ラボ契約３．ラボ契約３．ラボ契約

費用

開発開始までの時間

人材によっては準備期間が必要

コミュニケーション

各開発形態はそれぞれに以下のような特徴があります。
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ベトナム ＡＫＢソフトウェアとは

ＡＫＢソフトウェアは、ベトナムのＡＩＣグループと⻑崎にある久保グループとの合弁会社です。
2008年に設⽴し、ベトナムのハノイに拠点を置いています。
ベトナムで最初の技術系総合大学である国⽴ハノイ工科大学（日本での東京工業大学に相当する）
の卒業⽣を中⼼に技術者の採用を⾏い、高いソフトウェア開発の技術⼒を培ってまいりました。
事業としては、業務系システム開発、Webシステム開発、スマートフォンアプリケーション開発、
ホームページ作成、にがおえ作成サービス等を展開しております。
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橋梁・建築鉄骨、発電プラント用構造物、船殻などの鋼構
造物を専門に事業を⾏っております。また、溶接Ｈ形鋼の
歪矯正装置を開発し、橋梁および鉄骨ファブリケータ、造
船業界の皆様に納入させていただいております。

本社：⻑崎市⼩浦町20番地 資本⾦：4750万円
設⽴：1948年 従業員数：171名
Webサイト：http://www.kubo-ind.co.jp/

久保工業株式会社
三菱重工業(株)等の製造業や半導体工場向けシステム開発
から始め近年では医療向けシステムの開発も⾏っており、
⻑崎大学病院様、九州大学病院様でもお使いいただいてお
ります。

本社：⻑崎市⼩浦町20番地 資本⾦：1000万円
設⽴：1991年 従業員数：42名
Webサイト：http://www.kbsoft.co.jp/

ケービーソフトウェア株式会社
ＡＩＣグループ全体 （112名）

AICE 10名
AIC TienTien 23名
AIC Trading 33名
AICホーチミン 13名
AICグループ 16名
AKBソフトウェア 17名

http://www.aicgroup.com.vn/

ＡＩＣグループ

AKB Software Joint Venture Company

住所： ベトナム ハノイ 資本金： ３０万ドル
設立： ２００８年 従業員数： 32名

パートナー契約技術者： 約８０名
Webサイト： http://www.akb.com.vn

50％ 50％

日本ベトナム

ＡＩＣグループ
合弁



オフショア開発

お客様
ベトナム

ハノイ

日本

１．オフショア開発

弊社は、ベトナムにグループ子会社を2008年に設⽴してオフショア開発に多数の実績があります。
ハノイ工科大学卒を中⼼にベトナム最上位の技術者の採用を進め、高いソフトウェア開発の技術⼒
を培ってまいりました。
弊社のオフショア開発は、弊社と請負開発契約していただき弊社の技術者が案件を管理・遂⾏します。
これにより、一般に敷居が高いと言われているオフショア開発を様々な形態で高品質かつ経済的に提供いたします。
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オフショア開発のお客様にとってのメリット

① お客様の設計に基づいてベトナムで開発を⾏います。
・優秀な人材を用いて開発を⾏います。
・ベトナムで開発を⾏うため、開発費用が大幅に低減できます。

② 日本語での開発指示ができます。
・弊社の技術者が管理・設計書のやり取りを⾏うため、言語の問題を考える必要がありません。

また、日本語のドキュメントでの開発が可能です。
・ベトナム側には日本語ができるエンジニアおよび案件専属の通訳者を配置し、弊社の品質管理を

適用するため高い品質を確保することができます。

③ 様々な分野のシステム開発に対応できます。
・業務系システム、WEBシステム、スマートフォンアプリなど様々な分野の開発に対応できます。

④ 日本国内取引で容易にオフショア開発が可能です。
・お客様との契約は弊社が⾏いますので国内取引となります。
・海外取引に伴う煩雑な処理が大幅に簡素化されます。
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オフショア開発の仕組み

お客様

① ベトナムにある弊社のグループ企業（AKBソフトウェア）にて開発
② 日本語対応が可能な技術者が開発を担当
③ 弊社（ケービーソフトウェア：KBS）との国内取引

ベトナム 日本
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納品

受託開発

・ 日本語スタッフ

・ 技術スタッフ

契約

納品

契約



オフショア開発の契約の流れ

お客様

開発のご相談

お⾒積り

契約・発注

契約依頼

開発着手

技術打合せ

製品検査
製品納入

検収依頼
検収

日本国内 ベトナム

検収手続き依頼

概要打合せ

仕様打合せ
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開発作業

仕様打合せ

技術打合せ



オフショア開発の御見積基準となる費用
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費目 概算⾦額 備考

日本人
プロジェクトマネージャ

別途ご相談
ください

プロジェクトを理解し工程管理・人員管理を⾏う。
お客様との契約上の調整を⾏う。

日本人
システムエンジニア

別途ご相談
ください

ソフトウェアに対する要求を実装環境で実現するための設計を⾏
う。コンポーネントの入出⼒や設計⽂書作成も含まれる。
お客様との技術的な調整を⾏う。

ベトナム人
システムエンジニア

別途ご相談
ください

上位者の指⽰のもとに機能レベルの詳細設計を⾏う。

ベトナム人
プログラマー

別途ご相談
ください

特定のプログラミング言語について、高度な技術を使用した実装
を⾏う。デバッグやチューニングも担当する。

※注・月160Hを目安として、超過分は別途必要です。
・別途消費税が必要です。



２．技術者派遣

優秀なベトナム人技術者をお客様の事務所へ派遣いたします。
弊社の社員として契約しているベトナム人技術者を派遣しますので、日本人派遣契約と
同様の契約が可能です。
なお、ベトナム在住の技術者を新たに日本に呼ぶ場合、２カ月程度の時間を要します。
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技術者派遣

お客様
ベトナム

ハノイ

日本ベトナム人技術者の受入



ベトナム人技術者派遣契約のお客様にとってのメリット

① 優秀な人材が確保できます。
・日本の仕事を経験した技術者を派遣しますので、日本の仕事のやり方・品質への理解が早い

技術者がほとんどです。
・ハノイ工科大学卒を中⼼にベトナム最上クラスの人材を派遣できます。
・日本で不⾜しているJava・PHPの技術者が在籍しています。

② 通常の日本人派遣と同様の契約が可能です。
・弊社の社員であるベトナム人技術者を派遣しますので、通常の日本人派遣と同様の契約が

可能です。
・海外取引に伴う煩雑な処理が大幅に簡素化されます。
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ベトナム人技術者派遣の流れ

お客様

派遣人員のご相談
（期間、スキル、人数など）

ベトナム人技術者受入

契約

契約期間満了
技術者帰任

日本国内 ベトナム
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業務指⽰

技術者派遣

技術者派遣準備



派遣費用 ＝ （月額費用 ＋ 滞在費） × 期間

ベトナム人技術者の費用

人材派遣は作業費＋滞在費が月額費用として必要となります。
契約期間は最短3カ月間より、1カ月単位に定めることができます。
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（月額費用はスキルによる）

スキル 月額費用 備考

プログラマ（JAVA） 別途ご相談ください 能⼒に応じて費用が変わります

プログラマ（PHP、.NET系） 別途ご相談ください 能⼒に応じて費用が変わります

スキル毎の作業費

※注・月160Hを目安として、超過分は別途必要です。
・別途消費税が必要です。

滞在費

内容 月額費用 備考

宿泊費 10-15万 場所により請求が発⽣します

交通費 実費 状況により請求が発⽣します



３．ラボ契約

弊社内に、優秀なベトナム人技術者でお客様専属の開発チームを持つことができます。
専属のチームとして確保することで安定した開発リソースを確保することができます。
また、継続して開発させることでノウハウを蓄積しやすくなり、品質を高めることができます。
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ラボ契約

お客様
ベトナム

ハノイ

日本ベトナム人技術者の受入



ラボ契約のお客様にとってのメリット

① 優秀な人材が派遣よりさらに割安で確保できます。
・通訳者がサポートするため、作業指⽰や打合せが日本語でできます。
・ハノイ工科大学卒を中⼼にベトナム最上クラスの人材でチームを組めます。
・日本で不⾜しているJava・PHPの技術者でチームを組めます。

② ラボの開発メンバーはお客様専属として確保します。
・専属のチームとなるため、ノウハウを蓄積しやすくなり、品質を高めることができます。
・専属で確保することで、継続的に開発リソースを活用できます。

③ 滞在費、渡航費など、派遣に必要な経費が掛かりません。
・ラボは日本国内にある弊社内に専用の作業エリアを構築するため、派遣の際に必要な

滞在費などは不要です。
・弊社内（⻑崎）での作業となるため、オフショア開発でありがちな時差や通信、

電⼒問題などに影響されません。
・ラボメンバーの労務管理はサイトを構築する弊社にて⾏います。稼働日は弊社と同じとなる

ため休日は日本を基準として考えることができます。

④ 日本での国内取引でラボが持てます。
・弊社との契約になりますので、ベトナム人技術者であっても国内取引となります。
・海外取引に伴う煩雑な処理が大幅に簡素化されます。

⑤ 日本人技術者がフォロー
・弊社内でのサイト構築となるため、日本人技術者のフォローが容易に可能となります。
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ラボ契約の仕組み

契約

ラボ ニーズ情報

・技術者リスト

・スキル情報

直接作業指示

① ラボサイトは弊社の事務所内に構築
② 弊社（KBS）との国内取引
③ ラボメンバーの労務管理は全て弊社で⾏います

日本
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・ ラボ構築

・ 労務管理

お客様専用ラボ
（専任技術者）

お客様



ラボ契約の流れ

お客様

ラボ構築のご相談
（期間、スキル、人数など）

ベトナム人技術者受入

人選協議

契約
ラボ構築

契約期間満了

ラボ解散

人材リスト提出

日本国内 ベトナム
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業務指⽰
ラボ運用

候補者選定

ラボ構築準備



ラボ費用 ＝ 一人当たり月額費用 × 人数 × 期間

オフショア・ラボの費用

ラボを維持する費用は、開発人員の月額費用のみです。
契約期間は最短3カ月間より、1カ月単位に定めることができます。
人数は、2名以上からの契約となり、ご要望の人員を配置いたします。
また、通訳については弊社社員の通訳者がフォローしますので日本語で業務指⽰ができます。
なお、ラボ契約はプログラマのみの契約となります。システムエンジニアは日本人のみとなります
ので、必要な場合は別途ご相談の上検討いたします。
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（月額費用はスキルによる）

スキル 月額費用 備考

プログラマ（JAVA） 別途ご相談ください 能⼒に応じて費用が変わります

プログラマ（PHP） 別途ご相談ください 能⼒に応じて費用が変わります

プログラマ（.NET系） 別途ご相談ください 能⼒に応じて費用が変わります

スキル毎の費用

※注・月160Hを目安として、超過分は別途必要です。
・別途消費税が必要です。


