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Web開発サービス

Web開発サービス

魅力的なデザイン、合理的なコンテンツ管理、ユーザーフレンドリーなインター
フェイスを備えた有能なウェブサイトは、この現代社会におけるあらゆる企業に
とって不可欠なものです。当社のプロフェッショナルなWeb開発サービスの広
い範囲でビジネスをオンラインにすることによって、お客様のデジタルポテンシ
ャルを最大限に到達します。

Newwave Solutionsは、世界中の大切なお客様に世界クラスのソリューショ
ンを提供する10年以上の経験を持っているため、信頼できるWeb開発パート
ナーとして高く評価されています。当社では常に最新の技術と実績のあるソリュ
ーションを適用し、お客様の要件にお応えしています。私たちの知識とスキルに
より、お客様のオンラインプレゼンスを向上させることは簡単になります。 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。"  
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提供しているサービス

Webデザインと開発 CMS開発

EコマースWeb開発 QAとテスト

カスタムWeb開発 Webメンテナンスとサポート



ツールと技術

Web 
開発
サービス

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）
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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
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コワーキングスペース管理プラット
フォ  ームのメジャーアップグレード

コワーキングスペースの管理者は、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。

ゲストのチェックインとチェックアウト用のiPadアプリ、ゲスト用のモバ
イルアプリ、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。

アプリの特徴

コワーキングスペースと施設を管理するためのデジタル化プラット
フォームです。

01.

             私たちは、このタイプのビジネ
スシステムに人々が通常期待することに
ついての調査に時間を費やしました。

ビジネス面での挑戦

開発チームは、アプリを使用して、
様々な利害関係者の分散型管理構造
の多様なニーズを満たす方法を理解す
る必要があります。

システムとインフラストラクチャは24時
間年中無休で稼働している必要がありま
す

ユーザーからの大量の対話を処理する
場合、システムは、優れたユーザーエクス
ペリエンスを提供するために、均一性と
優れたデータ処理パフォーマンスを確保
する必要があります。 システムには多くの
履歴データと統計グラフが含まれている
ため、開発チームがシステムのパフォー
マンスの低下を防ぐ方法を見つけるのに
問題があります。

技術面での挑戦

          システムが24時間年中無休で安
定して動作するようにMicrosoftサー
ビスを使用しました。

           開発チームは、データとソース
コードが最も用途の広い方法で開発さ
れるように、図を使用してシステムを設
計する必要があります。 また、ビッグデ
ータを処理するために、事前計算、キャ
ッシング、分散データコンピューティン
グ、およびサブテーブルメソッドを適用し
ました。

業界

タイプ

クロスプラットフォーム

技術

サービス

ソフトウェア開発

プラットフォーム

Web & Mobile 
(Android / iOS)

ビジネス

導入事例製品パンフレット - 08 -



お客様の声

NewwaveSolutionsが登場して以来、クライアントは製品のスケーリングを繰
り返しを行うことができています。チームは非常に効果的なワークフローで管
理されています。パートナーを支援するための献身と熱意は高く評価しています
。全体として、これまでのところ進捗は大変満足のいくものです。

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

ソリューション

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

開発

作業範囲

導入事例製品パンフレット - 09 -
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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
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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と施設を管理するための視覚化シス
テム

02.

       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Microsoft360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。

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。

技術面での挑戦
            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

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。

業界サービス

ソフトウェア開発

タイプ

クロスプラットフォーム

技術プラットフォーム

Mobile (Android / iOS)

ビジネス



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

ソリューション

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

開発

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。

導入事例製品パンフレット - 12 -

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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            ビジネスアナリストはいません
でした。クライアントのチームには1人
のプロダクトオーナーしかいませんでし
た。 また、十分な資料が提供されていま
せんでした。

これは、開発チームがクライアントのソー
スコードから開発しなければならないま
れなケースでした。

ビジネスアナリストはいませんでした。ク
ライアントのチームには1人のプロダクト
オーナーしかいませんでした。 また、十分
な資料が提供されていませんでした。

技術面での挑戦
                Newwave Solutionsは、ク
ライアントのシステムとデータを安全に
保つことを保証します。

ビジネス面での挑戦

お客様は、不動産業者が機密データを
所有しているという事実を懸念していた
ため、システムへの不正アクセスを防ぐ
ことが重要です。

不動産業者のビジネスの管理がこれ
までになく簡単になりました
不動産業者のビジネスの管理がこれまでになく簡単になり
ました

03.

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
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不動産業の人材管理することができます。

予約、チャットなどの機能をユーザーに提供します。

売り物件と賃貸物件の情報はウェブサイトに掲載されています。

アプリの特徴

業界

タイプ

技術

サービス

プラットフォーム
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技術：APIgoogle/ロケットチャット/ラ
イブストリーム/ゾーニングマップ

プログラミング言語：JS / PHP

フレームワーク：React Native / Phalcon
 / Laravel / Leaflet / Remap

ソリューション

管理ツール：Jira

管理方法論：アジャイル

開発

作業範囲

お客様の声

NewwaveSolutionsは、顧客と
のやり取りに必要な事柄を明ら
かにし、顧客が数百万ドルの投資
を行った戦略を確認しました。柔
軟で応答性の高いチームは、プロ
セスを通じて役立つガイダンスを
提供し、迅速に作業してくれまし
た。彼らは、まさにこの分野のリー
ダーです。



弊社のクライアントは色々なツールで別
の目的で利用する色 グ々ループメンバー
がいらっしゃる為、それを理解して一つ
の統一なシステムに統合するのは大きな
挑戦でした。

技術面での挑戦

              本ウェブサイトはRAPID開発
の為にフロントエンドでReac t j s , 
Ta i l w i ndCSSを、バックエンドで
NodejsとMongoDBを使って構築され
ました。システムはAmplify サービスと
Elastic Containerサービスにより
AWSクラウドにデプロイされました。良
かったのはお客様が今まで利用されて
いるクラウドサービスは統合為のAPIｓ
があることです。我々はお客様の各部門
の関連者と作業をして関連仕様書を集
めて、それらを一つの統一システムに統
合しました。

               お客様のCEOとCTOの面接を頂
いた上で弊社の経験豊富なフルスタックエン
ジニアが選ばれて、彼は迅速的にお客様にソ
リューションを提案しました。4ヵ月後、プロフ
ェッショナルウェブサイトで古いCRMツール
を排除した最初のバージョンがリーリスされ
ました。会員と決済は自動化になり、Stripeの
ペイメントゲットウェイに集中されました。今
まで毎週の開発にアジャイル方法論を応用
することによりもう一つの新規バージョンが
できアップグレード為の無駄な時間が無くな
りました。

ビジネス面での挑戦

他のスタートアップと同じで弊社のクライア
ント様は色々なクラウドサービスプラットフォ
ームを利用しています。それらは小規模のチ
ームの場合は有益で適当な費用のサービス
だと思いますが会社の規模がだんだん大きく
なってユーザーの数も増えてきた場合はトラ
ッキング作業も難しくなって多くの手動の作
業も必要になりました。その時、お客様はバッ
クエンドの問題も理解でき、フロントエンドで
完璧なピクセルを備えた複数のデバイスにサ
ポート可能な素敵なウェブサイトを構築する
ことができるフルスタックエンジニアを探して
いらっしゃいました。

ソフトウェア開発

最新のイベントやコミュニティの情
報を一括管理する04.
シンガポールを拠点とするスタートアップコワーキングス
ペースとコミュニティのホームページ

Web

ビジネス

サービス 業界

プラットフォーム 技術

タイプ

Web システム
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ユーザーは、作業スペースで行われるローカルイベントを閲覧、作
成、および宣伝できます。

ユーザーはイベントのチケットを購入し、メンバーシップを購読できます。

会社は作業スペース、イベント、チケットを管理できます。

アプリの特徴



導入事例製品パンフレット - 17 -

お客様の声

NewwaveSolutionsチームはソフトウェアの調整に成功し、システムへ
の情報入力にかかる時間を30%節約できました。チームは迅速にプロジェ
クト全体の変更に対応し、変更を会社に効果的に伝達することができまし
た。 

技術：ReactJS / NextJS / NodeJS 
/ mongoDB

プログラミング言語：JavaScript

フレームワーク：ReactJS / NestJS

ソリューション

管理ツール：Jira

管理方法論：アジャイル

分析

管理

開発

作業範囲



あなたの会社は社内コミュニケショ
ンアプリを使用していますか？
会社の内部コミュニケーションのためのウェブベースのア
プリ

05.

               私たちはプロセスを綿密に追
跡し、プロジェクトの期限を逃さないよ
うに頻繁に連絡を取り合いました。

ビジネス面での挑戦

私たちのチームは、プロジェクトを厳し
い締め切りに間に合わせる必要があり
ました。

             Firebaseの操作に豊富な経
験を持つチームメンバーが複数名在席
しています

私たちの開発チームは、効果的かつコス
ト効率よく機能するために適切な構成を
必要とするサードパーティのアプリケー
ションであるFirebaseを使用しました。    

           システムパフォーマンスを向上
させるために適切なサービスを採用す
ることにより、インフラストラクチャを最
適化するために最善を尽くしました。

ユーザー数が多いため、応答時間が速く
、システムのボトルネックが発生しないよ
うに、システムパフォーマンスを最適化す
る必要があります。

技術面での挑戦

Web システム

ソフトウェア開発

Web

ビジネス

サービス 業界

プラットフォーム 技術

タイプ

導入事例製品パンフレット - 18 -

ユーザーはさまざまなチャネルに参加し、相互に通信できます。

ユーザーは自分自身またはチームのスケジュールを整理できます。

アプリの特徴



お客様の声

製品は社内チームから肯定的なフィードバックを受け取り、エンゲージメントを
拡大しています。NewwaveSolutionsは、主導的でダイナミックなプロジェクト
管理通じて質の高い作業を提供してくれます。チームは献身的で知識も豊富で
す。

導入事例製品パンフレット - 19 -

技術：Web開発/Firebaseリアルタイム
更新/SQL管理

プログラミング言語：PHP / MySQL /
Javascript

フレームワーク：Laravel / Vue2

ソリューション

管理ツール：JIRA/バックログ

管理方法論：アジャイル

分析

管理

開発

作業範囲



               日本語を話すチームメンバー
は、ゲートウェイに関連するドキュメント
を注意深く読み、チームの他のメンバー
がそれを深く理解できるように共有しま
した。

ビジネス面での挑戦

日本でのみ使用され、グローバルなドキ
ュメントがない支払いゲートウェイを
Webサイトに統合する必要がありまし
た。

             私たちのチームメンバーは、間
違いがないことを確認するために非常
に注意深く働きました。

データベース間の同期の構成は非常に
複雑で、エラーが発生しないように正確
さが要求されました。

技術面での挑戦

今すぐeコマースストア向けの
モバイルアプリについて考えよう
日本の高級食料品店チェーンのウェブベースeコマースアプ
リ

06.

ユーザーは店舗を選択してオンラインで商品を購入できます。

ユーザーはPaygentを通じて支払いを行うことができます。

会社は店舗、製品、注文、ユーザーを管理できます。

導入事例製品パンフレット - 20 -

アプリの特徴

Web システム

ソフトウェア開発

サービス 業界

プラットフォーム 技術

タイプ

Web

Eコマース



技術：Web開発/SQL管理/オンライ
ン決済
プログラミング言語：PHP / MySQL 
/ Javascript

分析

管理

開発

作業範囲

フレームワーク：Laravel / Vue2

ソリューション

管理ツール：JIRA/バックログ

管理方法論：アジャイル

導入事例製品パンフレット - 21 -

店舗管理におけるヒューマンエラーが26％削減されました。 これは、1日のスタッフ
の１時間分の節約に相当します。

結果とベネフィット

お客様の声

NewwaveSolutionsによって開発されたWebサイトは非常に機能的です。
チームは、クライアントのアイデアを実現するために尽力しました。プロジェ
クト全体を通じて、タイムリーで応答性が高く、優れた能力を発揮してくれま
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

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/


