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ゲーム開発サービス
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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ゲーム開発サービス

ゲーム開発サービス 

モバイルゲーム業界は、数十億ドル規模で世界でも最も収益性の高い業界の
一つです。市場にある何百万ものゲームにさらされているゲーマーを感動させ、
魅了するという目的で、最先端の技術とツールを適用し、見事なグラフィックス
と優れたアニメーションを備えた唯一無二のゲームを作成します。

Newwave Solutionsは、オーダーメイドのゲームデザインと開発における深い
専門知識を有しています。私たちのソリューションは、幅広いトピックとスキルを
カバーしています。
      

提供しているサービス

モバイルゲームデザイン 2D/3Dゲーム開発

モバイルゲーム開発 Cocos2Dゲーム開発

Unity3Dゲーム開発 Unreal Engineゲーム開発

AR/VRゲーム開発 HTML5ゲーム開発

メリット

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。"  

- 01 - ゲーム開発サービス 製品パンフレット
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ツールと技術

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。

ツールと技術- 02 -製品パンフレット



事業の進め方   

事業の進め方製品パンフレット - 03 -

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）

配信モデル製品パンフレット - 04 -

  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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導入
事例



3D空間サウンドを備えた没入型ゲームから
数十億ドルの収益
複数のプレーヤー向けのゲーム内ボイスチャットを備えた
3Dゲーム

           開発チームは、満足のいくゲー
ム内リアルタイムボイスチャットの最良
の解決策を考え出すためにさまざまな
手法を試しました

お客様からは、アプリが現物と見分けが
つかない3D位置音声をシミュレートす
る必要があるとのリクエストでした。

技術面での挑戦
              クライアントが何を望んでい
るかを明確に理解し、要件に準拠し、
何度も編集する必要がないように、
クライアントとの毎週のミーティングを 
手配しました。

ビジネス面での挑戦

プロジェクトを完了するための時間は限
られていましたが、アプリの要素に取り
組むのに非常に多くの時間がかかりま
した。

サービス 業界

ゲーム開発

プラットフォーム 技術

Mobile (Android / iOS)

エンターテインメント

タイプ

ネイティブアプリ

ファンのためのオンライン仮想空間を作成します。

プレイヤーはガチャイベントを通じて課金します。
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プレーヤーは、ボイスチャット、トークイベント、ドレスアップ、ミニ
ゲームなどを通じて簡単に相互作用できます。

アプリの特徴



技術：Vivox音声コミュニケーションサービス

プログラミング言語：C / C ++

フレームワーク：UE4 / Vivox SDK

ソリューション
開発

作業範囲 

Case StudiesPRODUCT BROCHURE - 09 -

お客様の声

NewwaveSolutionsのエンジニアは弊社のチームになじみ、両者のワークフ
ローがスムーズになりました。NewwaveSolutionsは才能があり、経験豊富で
、勤勉です。彼らのチームはさまざまなテクノロジーにおいて優れています。



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/


