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QAとテストサービス
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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QAとテストサービス

QAとテストサービス

提供しているサービス

メリット

品質保証（QA）とテストは、すべての企業にとって重要なプロセスであ
り、適切なQAテストを行うことで、顧客の期待に完全に応える最高品質
の製品をお約束いたします。

Newwave Solutionsは、お客様のリクエストとビジョン共有し、弊社の
専門知識を駆使して結果を出すことをお約束いたします。 

これまでの10年間、Newwave Solutionsは、お客様へ高品質のソフト
ウェアを展開、保守、およびビジネススケールアップするためのフルレ
ンジQAおよびテストサービスを提供してきました。 私たちには、新興
企業、中小企業、大企業と協力し、素晴らしい顧客体験を生み出すプレ
ミアムなソフトウェアを開発してきた実績があります。 今後も、お客様
のビジネスを支援し最大の利益を作り出すために、手動と自動の両方の
テスト手法を継続的に展開しています。

ソフトウェアテスト

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。"  

互換性テスト

モバイルアプリケーションテスト 受け入れテスト（UAT）

アプリケーションテスト パフォーマンステスト
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ツールと技術
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QAとテスト
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 



Developer Team Developer Team

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。:



導入事例製品パンフレット - 07 -

導入事例
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強力なコラボレーションによりアプ
リケーションの近代化を急速に実現01.
トレーラーの賃貸人と所有者をつなぐプラットフォーム

サービス 業界

タイプ

プラットフォーム 技術

モバイルアプリ開発

ネイティブアプリ

Mobile (Android / iOS)

ビジネス

使っていないトレーラーを有効に活用することで、個人間のトレーラー
レンタルを可能にします。

トレーラーの所有者は、スマホでトレーラーの情報をアップロード
し、スマホで賃貸契約に署名することができます。

賃貸人は、近くのトレーラーを簡単に検索・予約、スマホで賃貸契約
に署名することができます。

アプリの特徴

最初はお客様がまだ色々な事を悩
んでいてまだ本当にニューウェーブ
を信頼して頂いておりません。

        弊社の提案の可能性が明確
できるように最初はPOCからアプ
ローチをします。お客様がPOCを満
足した場合プロジェクトを開始して
頂きます。

         開発チームを半分に分割して、
問題を迅速に解決し、クライアントの収
益に悪影響を与えないようにしました。 
ひとつのチームは引き続き古いライブラ
リを修正し、もうひとつのチームはシス
テムパフォーマンスを維持するために新
しいライブラリとテストを展開しました。

ビジネス面での挑戦

マップ表示をサポートするオープ
ンソースコードライブラリでエラー
が発生し、修復する方法があ
りませんでした。 一方、現在のシ
ステムの安定性を確保しながら、
新機能を維持・更新する必要があ
りました。

技術面での挑戦
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お客様の声

「最終的な製品の正確さ連絡の応答性にとても満足しています。Newwave 
Solutionsは効果的で信頼できるパートナーです。内部的にも、サイトは非
常に好評でした。クライアントは、穏やかなコミュニケーターと 厳格な
パートナーを期待できます。細部にまで気を配ってくれます。」

技術：Android / Google Service

プログラミング言語：Java / Kotlin

2020年には23,300のアプリの     
ダウンロードがありました

管理ツール：Jira

開発

管理方法論：アジャイル

ソリューション

作業範囲

結果とベネフィット
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Tシャツビジネスアプリにより、
収益57％増加02.
サプライチェーン全体を内包するプラットフォーム。Tシャ
ツ、バッグ、電話ケース、印刷、販売など、誰でも印刷可能
なデザインを作成できます。

ユーザーがシステムを使用して独自のデザインを作成および販売し、
注文を印刷して発送できるようにします。

ユーザーは自分の商品を販売するために独自のショップを作成でき
ます

ユーザーはサプライヤーから材料として最終製品またはTシャツを購
入できます。

アプリの特徴

             商品のデザイン、オンラ
イン注文の統合そして印刷とオフ
ライン配達の自動同期という機能
があるアプリを実装しなければな
りません。

           適切なAWSサービス
（RDS、EC2、ELB、Route53、
Cloudfrontなど）を採用して、高
負荷およびストレスの多い負荷の
下で安定した運用を保証します。

           私たちのチームは、システ
ムが常に安全に監視されるようにする
ための戦略的計画を立てました。 ま
た、クライアントが問題をすぐに解決
してビジネスを通常の運用に戻すこと
をサポートしました。

デザインを作成してから最終的
な製品を顧客に出荷するまで、
多くのステップがあります。

ビジネス面での挑戦

トラフィックのピークを処理す
る必要がありました

ユーザーと注文に関連する大量
の    データがありました。 人気
がある      システムのため、
ハッカーに攻撃される可能性が
ありました。

技術面での挑戦

サービス 業界

タイプ

プラットフォーム 技術

ソフトウェア開発

ネイティブアプリ

Web & Mobile 
(Android / iOS)

Ｅコマース



技術：AWS（RDS、EC2、ELB、Route53、
S3、Cloudfront）/ Docker / Jenkins

プログラミング言語：Javascript / PHP /
 Java

フレームワーク：ReactJS / CakePHP / 
Android Java / Swift

管理方法論：アジャイルとスクラム

分析

管理

開発

管理ツール：Redmine

ソリューション

作業範囲
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お客様の声

NewwaveSolutionsは、かかわるすべての人が満足できる高品質の
ソリューションを提供してくれました。チーム間のシームレスなコラボ
レーションが成功の鍵です。効果的にコミュニケーションを取り、問い合
わせにも迅速に対応してくれました。プロジェクト管理スキルも高く、
パートナーシップの成功が保証されています。
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Service Industry

Type

Platform Technology Stacks & Dependencies

Software Development

Native App

Web & Mobile 
(Android / iOS)

Ecommerce



技術面での挑戦
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駐車場の検索に役立つ無料アプリ03.
空きスペースを有効活用した駐車場シェアリングサービス

空いている駐車スペースがある所有者は、アプリに投稿できます。

駐車スペースの貸し手は、アプリで目的の駐車場を検索し、予約とオ
ンライン支払いを行うことができます。

アプリの特徴

サービス 業界

タイプ

プラットフォーム 技術

ソフトウェア開発

クロスプラットフォーム

Mobile (Android / iOS)

Eコマース

お客様からは、ドライバーが駐車
しやすいようにするというアイデ
アでアプリを作成したいとリクエ
スいただきました。

このアプリは、ユーザーに最新の
情報を提供できるように、リアル
タイムの更新が必要です。

           市場を調査し、ドライバーの
ニーズを理解し、ドライバーが駐車場
を見つけて、最も便利な方法で駐車ス
ペースを登録できる機能を備えたアプ
リを開発することとなりました。

          接続性とリアルタイム機能を
強化するために適切なサービスを採
用しました。

ビジネス面での挑戦



技術：Google Maps / FCM / Stripe

プログラミング言語：Dart

フレームワーク：Flutter

管理方法論：アジャイル

分析

管理

開発

管理ツール：Jira

ソリューション

作業範囲
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お客様の声

「高品質のコーディングとす
べてのスプリントでスケ
ジュールに合わせて納品いた
だき感動いたしました。iOS
およびAndroidプラットフォー
ムをサポートするための強力
なコーディングと、包括的な
コミュニケーションを通じて
すべての関係者に最新の進捗
状況を提供してくれました。」
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不動産販売のための物件、MLSのリ
スト、ブローカー04.
ブローカーのための専門的で安定したコミュニティを作成す
ると同時に、ブローカーが成功するための理想的な環境を作
成するアプリ

サービス 業界

タイプ

プラットフォーム 技術

ソフトウェア開発

クロスプラットフォーム

Web & Mobile 
(Android / iOS)

不動産

製品に関する情報を共有します

売り手の小売価格を提案します

各製品のブランドおよびメーカーの知的財産情報を表示し、ルール違
反が発生する前に回避できるようにします

リストを分析し、該当するルールに違反する可能性のある商品を販売
者に通知します

アプリの特徴

不動産、テクノロジー、金融のメ
ンバー向けの相互アプリが強く求
められていましたが、ユーザーの
期待に応えるアプリを作るのは簡
単ではありませんでした。

            私たちのチームは定期的に
連絡を取り、クライアントが本当に
望んでいることを深く理解するよう
つとめました。

ビジネス面での挑戦

          市場に出回っている他の同様
のアプリから、何を改善すればよいか
を学び、多くの特別な機能を提供する
独自のシステムを作成することに成功
しました。

このような複雑なアプリを作成する
には、次のことを行う必要がありました。

オンラインコースを作成するための
学習管理システムを構築する。
取引システムを構築する
不動産向けのソーシャルメディアを
構築する
継続的なデジタルトランザクション
システムを構築する
Play-to-Earnゲームを作成する。
マイクロサービス、メッセージ
キュー、コンテナオーケストレー
ションなどの複雑なテクノロジ
ープラットフォームを使用する。

技術面での挑戦
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このプログラムは、クライアントが
構築を継続できるように、コアシス
テムの強固な基盤にて提供しまし
た。 ソフトウェアIPはクライアント
が所有しており、その結果、クライ
アントはサードパーティへの支出を
減らすことができました。

分析

管理

開発

結果とベネフィット

作業範囲

お客様の声

システム内の不調が減った一方で、アプリにより節約でき時間が増加しま
した。NewwaveSolutionsの幹部による直接の作業は、プロジェクトの完
了を促進し、創造性を強化するだけでなく、長期的な成果と新しいビジネ
スニーズへ素早く対応することができました。
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コワーキングプロフェッショナル向
けの優れたアプリ05.
コワーキングスペースと施設を管理するための視覚化システム

サービス 業界

タイプ

プラットフォーム 技術

ソフトウェア開発

クロスプラットフォーム

Mobile (Android / iOS)

ビジネス

ゲスト用のモバイルアプリと管理用のCMSプラットフォームが含まれ
ています。

ゲストは、管理・所属しているチームで予約を管理できます。

コワーキングスペースの管理者は、分散管理で予約や施設を簡単に管
理できます。

コワーキングスペースの所有者は、キャッシュフローと予約数の明確
なレポートにアクセスできます。

センサーシステムを施設に統合することにより、リアルタイムの施設
管理が可能になります。

すべての予約データは、GoogleカレンダーおよびMicrosoft360カレ
ンダーサービスと同期されます。

アプリの特徴

コワーキングスペース業界は絶えず
変化するビジネス市場です。

             調査や定期的なクライアン
トとのミーティングに時間をさきな
がら、私たちのチームは市場のトレ
ンドを深く理解していきました。

ビジネス面での挑戦

技術面での挑戦

センサーデバイスから送信される
大量のデータは、システムリソー
スを 消費し、データの処理を複雑
にします。

              大量のデータを処理し、ビジ
ネス処理システムを強化し、データ
をMicrosoft 360カレンダーおよび
Googleカレンダーと同期するため
に、開発チームはセンサーと同期プ
ロセスをシステムのビジネスプロセ
スから分離することとしました。
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:技術：Microsoft Azure（ホスティン
グ、Blobストレージ、サービスバス）/ 
Quartz Scheduler / Hazelcast

プログラミング言語：Java / Dart / 
TypeScript / Swift

フレームワーク：Spring Boot / VueJS / 
Flutter

開発

ソリューション

作業範囲

このアプリにより、OfaaSは
100を超えるコワーキングス
ペースの所有者からの引き合い
を受けアプリを活用することが
できました。

結果とベネフィット

お客様の声

NewwaveSolutionsは、プロジェクトの期限を守り、求められたものを正
確に提供してくれます。ビジネスのブランドに大きなプラスの影響を与え
ることは間違いない彼らの仕事について、ポジティブな内部フィードバッ
クを受けています。彼らのビジネスライクな性質と一貫性は、彼らの調長
所です。
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06.

サービス 業界

タイプ

プラットフォーム 技術

ソフトウェア開発

クロスプラットフォーム

Web & Mobile (Android / iOS)

SNS

最高の仮想メールボックスサービス

顧客が自分の電話で郵便ポストとパッケージを直接表示およ
び管理できる仮想デジタルメールボックスサービス

顧客は24時間年中無休でメールにアクセスできます。

顧客はクラウドベースのプラットフォームでどこでもメールを表示および
管理できます。

会社はデジタルシステムでプロセス全体を管理できます

アプリの特徴

海外のお客様でしたので、彼らは
タイムゾーンの違いが障壁になる
のではないかと心配していました。

            アジャイルモデルに従い、プ
ロジェクトのコミュニケーションに
焦点を当てます。 私たちのチーム
は、リアルタイムのコミュニケー
ションを確保するために、少なくと
も4時間の重複時間を提供することに
取り組んでいます。

ビジネス面での挑戦

1000行を超えるコードを含む複雑
な旧式システムを移行すると、
アーキテクチャ上の問題が発生す
る可能性があります

          システムの現在の状態を注意
深く分析し、問題を特定してから、
問題を防ぐためにレガシー移行を段
階的に実行する必要がありました。s.

技術面での挑戦



導入事例製品パンフレット - 23 -

システム全体は、Microsoftテクノロジ
で構築

バックエンドおよびWebポータル用
の.NETFramework

データを格納するためのMSSQLServer

開発

モバイルアプリケーション用の
Xamarin/Xamarin.Forms

ソリューション

作業範囲
お客様の声

この製品はまだ稼働させて
いませんが、ユーザーテス
トや複数の利害関係者との
相性が良かったです。柔軟
で応答性が高く、チームは
クライアントのニーズに適
応し続けながら、フィード
バックをすばやく受け取
り、提供してくれます。熱心
で経験豊富なパートナーと
して期待できます。 



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

N E W W A V E S O L U T I O N S

Facebook Linkedin Youtube

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


