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ブロックチェーン開発サービス
ビジネスに革命を起こす準備はできていますか？
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ブロックチェーン開発サービス

ブロックチェーン開発サービス

提供しているサービス

メリット

高度な技術が急速に普及するにつれて、新しい技術の中から選択をし、
組み合わせ、効果的な方法を作り出すのが難しくなってきました。

Newwave Solutionsは、あらゆる業界のブランドで10年以上の実績が
あります。御社のビジネス成功を達成するために、新しいテクノロジーと
ともにご一緒いたします。 私たちの確かな経験は、あらゆる規模の複雑
なプロジェクトにおいて信頼できるパートナーになれることをお約束い
たします。

ブロックチェーンゲーム開発

顧客満足度

私たちは最新のフレームワークと技術に取
り組み、ニーズに応じて、ユーザーフレンドリ
ーで成長可能かつ安全で新しいビジネスソ
リューションを提供しています。

保全性と透明性

御社のアイデアとビジョンを尊重し、小さ
なプロジェクトの詳細に至るまで定期的に
情報を提供し、必要に応じてアドバイスを
いたします。

迅速な対応

弊社はアジャイル手法に取り組み、実践と手
法を最適化。最高の結果を提供するために
頻繁にスクラムイベントを実施しています。

柔軟な契約モデル

型にはまったやり方ではなく、さまざまな
契約および採用モデルから選択する柔軟な
サービスをご提供します。

専門チーム

様々なフレームワークとテクノロジーを用い
て、ハイエンドのビジネスソリューションを提
供することに精通しているWebアプリ開発者
の専任チームがあります。

リーズナブルな価格設定

リーズナブルな料金と高い品質を提供し、
業界最低価格を保証いたします。"  

NFTゲーム開発

DApp開発 NFTマーケットプレイス開発

スマート・コントラクト開発 トークン化サービス
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ツールと技術
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ブロックチェーン
開発サービス

もっと詳しく知りたい方は弊社
ウェブサイトをご覧ください。



事業の進め方   
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課題の発見

初期コンサルティング

提供するもの 提供するもの 提供するもの 提供するもの

戦略と分析

提供するもの

デザイン 開発 テストとデプロイ 管理サービス

コンサルティング 実装 メンテナンス 最適化

C細かなヒアリング

見積もり

コンサルタントとミ
ーティング

ビジョンの発見と定義
プロジェクトの計画

UI/UXデザイン
UI/UX実装

フロントエンド
コンテンツ

デプロイとマネジメント
テスト自動化

24時間無休サービス
インシデント管理
パフォーマンス管理

提供するもの
行き渡ったマネジメント
サービス

テストケースの実行
サービスローンチ

バックエンド

ワイヤーフレーム サービス開発
機能開発
テストケース

ビジュアルコンセプト
プロジェクト仕様

キーワードレポート 
監査  
実施計画

情報構築と戦略 



配信モデル

どれを選んだらよいので
しょうか？
請負型

ラボ型（工数単価方式）
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  固定された予算のもと、完全なソリュー
ションを手に入れることのできる最良のプ
ランです。

確定された目標、ビジョン、ワークフロー 
及び結果があり、開発の過程で変更される
可能性が低いプロジェクトです。

プロジェクトに費やした時間とリソースに
対してのみ料金を支払います。

継続的に進化し、要件が不明確な長期プ
ロジェクト向け。

要件やワークロードを変更する可能性があ
り、柔軟性が必要な場合におすすめのプラ
ンです。

新しいソフトウェアプロバイダーを常設の
専任開発者として雇う前にテストしたい場
合におすすめです。

請負型

要件

柔軟性

顧客コントロール

定義済み

少ない 

少ない 

セットしない

高い

十分

ラボ型

働き方

請負型

開発チーム 開発チーム

クライアントクライアント

ラボ型

弊社では、組織的かつ効率的な方法でプログラムの改善に取り組む
ため、最高の技術を利用しています。
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ラボ型

請負型

お客様 プロジェクトマネー
ジャー（任意）

プロジェクトマネー
ジャー（任意）

サポートリ
ソース

その他のリ
ソース

UI/UX

ゼネラルマネー
ジャー（任意）

ゼネラルマネー
ジャー（任意）

BAチーム QAチーム 開発チーム アカウントマネー
ジャー

管理者/会計

優秀なチームメンバー アカウントマネー
ジャー

管理者/会計

プロジェクトリー
ダー

BAサポート 契約書と書類の取りまとめ

契約書と書類の取りまとめ

直接仕事の指示報告を行う

直接仕事の指示報告を行う

直接仕事の指示報告を行う

プロジェクトに参加するた
めのリソース指示

サポート
アドバイス
管理
報告

サポート
アドバイス
管理
報告

情報の交換
深刻なコメントへの対応
リソースに関する話し合い

見積もり＆計画＆スケジュール作成
報告＆現状把握
情報交換
深刻なコメントへの対応

情報交換と発生した問
題の解決

Newwaveチームのアウトプッ
トに対する評価、受け取り、
承認

タスクを指示
タスクの話し合い
報告と現状把握

情報交換と発生した問
題の解決

Newwave
Solutions

お客様

Newwave
Solutions
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www.newwave.vn/jp/contact-us/

Newwave Solutionsを選ぶ理由

次のステップ

認定リソース

費用対効果の高いソリューション

期限厳守 スムーズなコミュニケーション

機密性とセキュリティ

タイムゾーンに柔軟にご対応

有名なソフトウェア開発会社であるNewwave Solutionsは、最新のビジネスニーズに対応し、最高クラスのソリューションをリーズナブルなコストで提
供することで知られています。 ウェブサイトやアプリの構築に関して、弊社が最良の選択となる理由は次のとおりです。

チームリーダーはすべて5年以上の経験
有  

70%以上の開発者が2年以上の経験有

最低2時間御社の国と営業時間を合わせ す。

日本や香港などの海外パートナーと事
業を行った経験。

Email, Skype, Zoomなど様々なオンラ
インコミュニケーションプラット
フォーム、Slack, Jiraなどのプロジェク
トマネージメントツールを使用します。

日報や週報、リクエストベースで対応
いたします。

すべての期限を厳守するためリソース
管理を徹底します。

製品やシステムをすぐに利用できる
ターンキーサービス(設計、開発、QA、
モバイル、Webアプリ、さらにはエン
タープライズ製品)すべてに対応致し
ます。

時給あたり2,500円~ ISMS- ISO27001:2013認定ビジネスの機
密性に関するセキュリティ基準

ソフトウェア開発サービスについての詳細や、私たちがお客様のビジネスにどのように貢献できるかをお知りになりたい場合は、

当社のウェブサイトからお問い合わせください。:
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多機能を備えたブロックチェーンPoC
アプリケーション
ブロックチェーンインフラストラクチャの運用、ソースコード、およ
び容量証明（PoC）の開発を担当したブロックチェーンプロジェクト。 
また、マイニングおよびプロットツール、エクスプローラー、Web
ウォレット、モバイルウォレットなども含まれていました。

Node：ブロックチェーンネットワークでノードとして機能するよう
に構築されたファイル。

クライアント様はPoC（Proof of 
Capacity）により低い費用トラン
ザクションのブロックチェーンネッ
トワークを実現できるパートナーを
探していらっしゃいました。

PoCはなじみのないメカニズムアル
ゴリズムです

ブロックチェーンシステムの構築
と運用は、他の通常のシステムよ
りも困難です。Webウォレット：Webプラットフォーム上のデジタルウォレット。

-モバイルウォレット：モバイルアプリ形式のデジタルウォレット。

グロワー：マイニングツール。

プール：ユーザーが暗号通貨ブロックをマイニングできるようにする
マイニングスペース。

Scan Web：ブロックチェーン情報を検索する簡単な方法を提供する
エクスプローラー。

サービス 業界

ソフトウェア開発

タイプ

ブロックチェーン

プラットフォーム 技術

Web

ブロックチェーン

           弊社はホワイトペーパーを
構築して、IDOをインプリメントして、
投資家のスケジュール通りにプロ
ジェクトの進捗の確保等をサポート
しました。

         弊社は経験豊富なエンジ
ニアはブロックチェーンネットワー
クのカスタマイズ、運用サポート、
取引所の統合、安全的にネットワー
クの拡大為のサービス開発が出来
ます。

アプリの特徴

ビジネス面での挑戦

技術面での挑戦
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技術：ブロックチェーン

プログラミング言語：Java / PHP / 
Javascript

最初のPOCを急ぎ本番環境に移行し、オンラインの消費者支払いの受け入れなど
の機能を含む、顧客が最初に利用するレスポンシブWebサイトを提供しました。

フレームワーク：Angular

管理ツール：Backlog Jira

管理方法：Kanban / Spiral

分析

システムデザイン

管理

開発

テスト

ソリューション

作業範囲

結果とベネフィット
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お客様の声

「チームは、大規模なエンドクライアントと直接緊密に連携し、製品の方
向性を推進する上で重要な役割を果たしました。彼らの技術的洞察力と業
界経験により、関係者全員に感銘を与える最終製品を作成することができ
ました。彼らは早い段階で能力に自信を持っていました。」



ビジネスに革命を起こす
準備はできていますか？ビジネスに革命を起こす
準備はできていますか？

https://newwave.vn/

2021年、Newwave SolutionsはITアウトソーシングの分野
で優れたプロバイダーとして10周年を迎えることができま
した。お客様をはじめ、従業員や10年間で我々を信用して
ついてきてくださった皆様すべてに感謝の気持ちでいっぱ
いです。これからも我々とともに、新たな功績をまた2031
年に祝えることを祈っております。

CEO
To Quang Duy

お問い合わせ

newwave.vn sales@newwave.vn +84 98 531 0203

住所
ベトナム本社： 
Hanoi市Cau Giay区Duong Dinh Nghe
通りMITECビル

東京支社：
〒113-0034
東京都文京区湯島�丁目��番�号
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Facebook Linkedin Youtube

https://newwave.vn/jp/contact-us/


