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UI/UXデザインサービス
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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Our UI/UX Design Service- 01 -

UI/UXデザインサービス

UI/UXデザインサービス

提供しているサービス

メリット

企業がデジタル時代の競合他社に対して競争力を獲得するためには、ブ
ランドとの関わりを通して顧客の満足度を高めることが不可欠ですユー
ザーインターフェイス（UI）とユーザーエクスペリエンス（UX）の開発は、
顧客エクスペリエンスを向上させるためのソリューションです。

Newwave Solutionsには、ビジネスに最適な業界特化型のソリューショ
ンを提供できるUI-UXデザイナーの専門チームがあります。 最先端のテ
クノロジーを使用して、お客様のリクエストに応じて、安全かつ拡張可能
でお手頃なソリューションをご提供いたします。

お客様のビジョンと迅速な生産プロセスを組み合わせて、最高の結果を
ご提供いたします。 今すぐに、一緒に成功への旅を始めましょう。

モバイルアプリデザイン

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。 

ビジネスシステムザイン

Windowsアプリデザイン インタラクションデザイン

ゲームデザイン プロトタイプ

PRODUCT BROCHURE



UI/UX デザイン 
サービス

ツールと技術

Tools &TechnologiesPRODUCT BROCHURE - 02 -

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。



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 - 03 -

  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�年以上の経験
有  

��%以上の開発者が�年以上の経験有

最低�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�,���円~ ISMS- ISO�����:����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
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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01.
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。

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

ブロックチェーン

Web 

ブロックチェーン

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。

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。

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。

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。

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。

ソフトウェア開発

         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。

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。

           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。

ビジネス面での挑戦

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。

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

分析

システムデザイン

管理

開発

テスト

管理ツール：Backlog Jira

管理方法：Kanban / Spiral

ソリューション

作業範囲

結果とベネフィット
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Website App StoreCH Play

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。
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すでに���,���人以上のユーザーが
登録！雇用主と家事代行を橋渡しし
ます。

02.
アメリカの家族とヘルパーをつなぐアプリ

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)

SNS

家族やヘルパーは仕事を投稿したり見つけたりできます。

ユーザーはアプリで支払い、チャット、ビデオ通話、履歴の管理を行うこ
とができます。

アプリの特徴

         私たちのチームは、データ侵
害を回避するためにTwilioVoiceと
TwilioSMSを使用しました

家族が信頼できるヘルパーを見つ
け、ヘルパーが安全な環境でお金を
稼ぐことができるように、関係する
両方の当事者にとって透明にするこ
とを望んでいました。

              私たちのチームは、ベビー
シッターと家族の身元調査と推奨機能
を提供するアプリを開発して、アプリ
を両方の当事者にとってさらに信頼で
きるものにすることを提案しました。

ビジネス面での挑戦

ユーザーの個人データや電話番号
の漏洩を防ぐ必要があります

          私たちのチームは、正確な距
離の計算をサポートするためにジオ
コーディングとGoogleマップを使用
しました

ユーザー間の正確な距離を計算す
る必要があります

技術面での挑戦
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技術：Twilio Voice / Twilio Programming 
Video / Twilio SMS / Google Maps / 
FCM / Vouched

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

分析

管理

開発

フレームワーク：Flutter / Laravel

管理ツール：Trello

管理方法論：アジャイル

ソリューション

作業範囲
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お客様の声

サイトのデザインは一様に肯定的なフィードバック
を受け取り、ウェブサイトへのトラフィックにもと
ても満足しています。NewwaveSolutionsの専門家
チームは、コミュニケーション、応答性、タイム
リーで、すべての期限を守ってくれます。

Website App StoreCH Play
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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.
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

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

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

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。

        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

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�
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。

         �か月で、私たちのチームメン
バーは、効果的なコミュニケーションを維
持するためにハノイからホーチミン市に
頻繁に移動し、ソースコードとクライアン
トの資料に関連する問題を解決すること
ができました。

技術面での挑戦
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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

管理ツール：Jira

管理方法論：アジャイル

ソリューション

開発

作業範囲
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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。
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プロフェッショナルストリーミング
に 最適なライブストリーミング
ソフトウェアアプリ

04.
日本の新世代ライブストリームプラットフォーム

サービス 業界

タイプ

プラットフォーム 技術

ソフトウェア開発

ネイティブアプリ

Web & Mobile 
(Android / iOS)

SNS

ユーザーはボイスチャットとコメント機能を通じてストリーマーと対
話および通信できます

ストリーマーは報酬システムを通じてお金を稼ぐことができます

アプリはストリーマーに独自のフィルターとステッカーを提供します。

アプリの特徴

弊社のお客様はビジネスに参加し
て、技術力、財力、位置が高い企
業に直接に競争するとこにしま
した。

         我々の最初のアプローチは
システムに用いられるコア技術を分
析して、POC製品を開発します。そし
て規模、性能を拡大して市場のトッ
プ競合他社に追いかけられるように
連続的にパフォーマンスを測って評
価します。

ビジネス面での挑戦

ライブ配信をするときには各機械学
習モデルでの顔認証及びステッカー
の追加や肌・目・顔のフィルター等
の画像処理を対応するのは元々リ
ソースが少ないモバイルアプリに対
して大きいな挑戦でした。

        色々なソリューションズを検討し
た結果Wowzaにより開発された技術を利用
する事にしました。この技術の良い点はラ
イブ配信動画が低遅延があって、サーバー
のロードバランスが良いので同時に数万人
が閲覧できることです。それに、拡大能力
を高めて柔軟に新規機能を更新できるよう
にシステム構築にマイクロサービスを導入
しました。

技術面での挑戦
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技術：モバイル/ Android / iOS /
Firebase/Node JS

プログラミング言語：Swift / Kotlin / 
Python

フレームワーク：NestJs / ReactiveX / 
Realm.io / Android Studio Profiler / 
Xcode Instrument

管理ツール：Jira

管理方法論：アジャイル

ソリューション

分析

管理

開発

作業範囲

インタラクション機能は、     
ユーザーエンゲージメントと新
規ユーザー数を増やすだけでな
く、アプリの保持率を高めます

結果とベネフィット
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お客様の声

NewwaveSolutionsは、親切で気配りのあるパート
ナーです。柔軟で信頼性の高いチームは、クライア
ントの作業スタイルにすばやく適応し、必要に応じ
て拡張できます。チームは、約束を守り、おすすめ
の事項があれば共有してさらに上を目指しています。

App StoreCH Play
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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05.
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

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

売り手の小売価格を提案します

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。

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。

        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

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。

        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。

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。

結果とベネフィット

分析

管理

開発

作業範囲
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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。

Website App StoreCH Play



ビジネスに革命を起こす
準備はできていますか？

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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