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親愛なる大切なお客様へ

Newwave Solutions は、当時ベトナム
では比較的新しかったITアウトソーシング
分野で小さなスタートアップ会社として始
まりました。これまでに大小含め国内外の
パートナー様と繋がることができ、ITアウ
トソーシングサービスを代表する企業とな
っています。長い道のりではありましたが、
チームメンバーの労力と努力に感謝して
います。

私はこの素晴らしい会社を経営し、働ける
ことをとてもうれしく思っています。CEOを
引き継ぐ際、私は会社に技術と製品にもっ
と時間を割くようにお願いをしました。今
までにも多くの成功を経験してきましたが
、我々はさらに多くのことを達成したいと
考えています。我々の業界は従来のやり方
ではなく、新しいイノベーションを重視して
いきます。我々を含めIT業界はいま、岐路
に立っています。間違ってはいけません。私
たちは、技術の発展につれてさらなる高み
を目指す途中であり、技術の進歩に適応し
ていかなけれ ばいけません。弊社の目標
は、Newwave Solutionsがベトナムのデ
ジタル革命に確実に影響を与えていくこと
です。

��年後、新たな高みへと導いてくれる弊社

Newwave SolutionsのハイレベルなIT

のプロフェッショナル達に感謝を伝えたい

です。我々の大切なお客様はその原動力と

なり、Newwave Solutionsになくてはな

らない存在です。我々は場所や方法に囚わ

れず、垣根のないコミュニケーションをす

べてのお客様に提供し、絶えずお客様の

声に耳を傾けていきたい所存です。

CEO

To Quang Duy

01 02

Newwave.vn Newwave.vn



弊社を選ぶ理由

CEO
To Quang Duy

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

タイムゾーンに柔軟にご対応
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Newwave Solutionsは世界クラスのITソリューション会社を構築するととも
に、最高の顧客サービスと高品質の製品を備えたITアウトソーシング界のトッ
プカンパニーであると自負しています。

チームリーダーはすべて5年以上の経験有

競争価格

70%以上の開発者が2年以上の経験有

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。

最低2時間御社の国と営業時間を合わせます。

日本や香港などの海外パートナーと事業を行った
経験

Newwave.vn Newwave.vn

機密性とセキュリティ

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

スムーズなコミュニケーション

多くのグローバルパートナーからの信頼を頂いています。

お客様との法的な契約により、お客様の安全かつ健
全なビジネスを保証いたします。

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。



受賞＆認証
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Newwave Solutionsは、品質と情報セキュリティの進歩に適応し、弊社の商品とサー
ビスは、品質とセキュリティの両面の認証を保証しています。

Newwave.vn

お客様の声
Newwave Solutionsでは、常に最高の製品を継続的にお届けできるよう努めています。このような
努力は、お客様からの親切な言葉やフィードバック、レビューによって報われています。ここでは、お
客様から頂いた嬉しいお言葉の一部をご紹介します。

Newwave.vn

"状況に応じて臨機応援
に対応していただいて
いますので、安心してパ
ートナーシップを構築
することができます。"

泰雄 坂井様

株式会社
ネイティブ クリエイション

CEO,

"Newwave Solutionsの
献身的なスタッフたちは、
いつも我慢強く我々の要
求を聞き入れてくれ、提案
に対してもとても知識が
豊富。"

矢野 謙典様

T-SKY(HK) Co., Ltd.
代表取締役

"時間などの規律を守りし
っかりとした仕事をして
いただいてます。今では
弊社になくてはならない
パートナーエンジニア会
社さんになっています。"

宮本 智行様

丸井織物株式会社
常務取締役

品質認証

情報保護認証

認知

受賞

お客様のお声をご参考ください

https://www.youtube.com/watch?v=X4jUH-fVtRw&t=2s


会社概要
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年の実績

10+

優秀な開発者

300+

プロジェクト

500+

パートナー様

800+

ベトナムでトップ10に入るソフト
ウェア開発会社

ビジョン

人々をプロフェッショナルにして、
最高の開発サービスを提供する

ミッション

Newwave Solutions株式会社
（Newwave Solutions JSC）

会社概要

To Quang Duy

CEO

設立日：����年��月�日

資本金：����万円

設立日：����年�月��日

資本金：���万円

設立

Newwave.vn

インターナショナル

ベトナム本社

オフィス

サービス

Hanoi市Cau Giay区Duong Dinh 
Nghe通りMITECビル

〒���-����　
東京都文京区湯島�丁目��番�号

日本法人

ソフトウェア
開発

ソフトウェア
メンテナンス

モバイルアプリケ
ーション開発

ゲーム開発

UI/UX
デザイン

品質保証/検証 AI/Blockchain開発

2
Newwave.vn

ベトナム本社

NEWWAVESOLUTIONSJAPAN株式会社

Web
システム開発



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

お客様と身近になるために、
我々はもっとグローバルに

10

INDIA

EU

JAPAN

USA

VIETNAM

SINGAPORE

09

AUSTRALIA
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プロジェクト
管理/ツール

サポート
ツール

2011

To Quang Duy氏、新CEOに就任

ハノイにNewwaveSolutionsベ
トナム本社設立

東京に日本支社設立

Nguyen Thanh Trung氏、COO
に就任

ISO9001 & ISO27001 (ISMS)認
定を獲得

SAO KHUE賞とベトナムのトップ
10 ICT企業賞を受賞

2017

2019

2021

2021

2022

沿革 スキルセット＆ プロ ジェクトメソッド

開発ツール
GitLab管理：コーディ
ング管理とレビュー
コード分析：
SonarQube
開発：Jenkins
コミュニケーション： 
CMS Connect

Jira Core

タスク＆プロジェクト管理

アジャイル
TEMPO（工数管理）
検証ケース管理

SF4C

人材管理
KPI管理/パフォー
マンス評価

Dashboard

プロジェクト管理

KPI

リソース配分

リスク管理

Wiki

内部情報

プロジェクト情報

プロジェクトの品質

管理上の情報

C-Now

社内の手続きやプ
ロセスをデジタル
化する内部ツール



MICROSOFT
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モバイルアプリケーションに求められるのは、「もっと便利に顧客と繋がりたい」、「より強く再購入に繋げ
たい」「もっとユニークなカスタマージャーニーを描きたい」という希望を叶えるサービスです。その結果、
モバイルアプリ開発分野は最先端のテクノロジーを活用して加速を続けています。

今こそ、ターゲット顧客を最大化し、収益性を高めるために革命を起こすときです。我々と一緒に最適化
に取り組みビジネスを伸ばしたい企業様は今すぐにご連絡ください。

ネイティブアプリケーション開発：ネイティブモ
バイルアプリケーションとは、iOSやAndroidな
ど特定のOSのために開発されたアプリケーシ
ョンで、ユーザーが専用アプリストアからアク
セスできます。

iOSアプリ開発

モバイルアプリケーション　UI/UXデ
ザイン

ネイティブアプリケーション開発

クロスプラットフォームアプリ開発

PWA開発

企業のモビリティソリューション

ウェアラブル端末アプリ開発

IoTアプリ開発

メンテナンスとサポート

Androidアプリ開発

クロスプラットフォームアプリ開発：クロスプラ
ットフォームアプリとはiOSやAndroidにかかわ
らず、コード基盤を変えることなく、あらゆるモ
バイルOSで機能をするアプリのことです。

Newwave Solutions – モバイルアプリケーション開発会社のトップ

提供しているサービス

ツールと技術

対応可能範囲

モバイルアプリケーション 開発

iOS/iPadOS

詳しくはこちら

https://newwave.vn/jp/


NWS

Visit our
Company Profile

ソフトウェア開発とは、デジタル時代の生産性と質を向上させることが不可欠のサービス分野です。
Newwave Solutionsでは、様々な予算に応じた希望に合わせて、素晴らしいクオリティを提供できるソフト
ウェア開発チームを提供します。

ビジネスの世界は絶えず変化をしており、日々新しいスタンダードが生まれています。信頼性の高いソフトウ
ェア開発会社と連携をし、ともに限界を突破していきましょう。

SaaSサービス

ソフトウェア開発

アプリケーションの移行と再構築

ビジネスの自動化

企業のアプリケーション統合

ソフトウェアアウトソーシング

メンテナンスとサポート

MVP開発

Newwave Solutions - ソフトウェア開発を成功に導く信頼できるデジ
タルパートナー

ツールと技術

提供しているサービス

ツールと技術

モバイルゲーム業界は、数十億ドル市場といわれる世界で最もパフォーマンスの高い業界の一
つです。高度なテクノロジーと最先端のツールを活用し、素晴らしいグラフィックとアニメーショ
ンを使ったユニークなゲームを作成して、何百万もの種類のゲームがひしめくゲーム業界で、ゲ
ーマーたちの心を魅了しています。

Newwave Solutionsはオーダーメイドゲームのデザインと開発に強い専門性を持っており、幅広
いトピックとスキルをカバーしています。

インスピレーションとユーザーフレンドリーなゲーム開発のための信頼
できるパートナー

ゲーム 開発ソフトウェア 開発

モバイルゲームデザイン

モバイルゲーム開発

Unity3Dゲーム開発

AR/VRゲーム開発

2D/3Dゲーム開発

Cocos2Dゲーム開発

Unreal Engineゲーム開発

HTML5ゲーム開発

アーケードゲーム

パズルゲーム
子供向けゲーム
スポーツゲーム
カードゲーム
AR/VRゲーム
複数人数でプレイするゲーム

カジュアルゲーム
Cryptoゲーム
教育ゲーム

対応可能範囲 開発可能なゲームの種類

レーシングゲーム
ボードゲーム
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詳しくはこちら

Illustrator HTML Unity Cocos2D-X

PhaserUnreal
Engine

Sketch

詳しくはこちら

https://newwave.vn/jp/
https://newwave.vn/jp/


Figma Photoshop Adobe XD

BootstrapIllustrator Sketch

詳しくはこちら

アプリケーションの機能強化

バックアップとリカバリー

パフォーマンス監視

技術サポート

セキュリティとコンプライアンスチェック

SLAサポート

提供しているサービス

ツールと技術

ツールと技術

モバイルアプリケーションにおいて、ユーザーインターフェイスとユーザーエクスペリエンス（
UI/UX）が優れていることはとても重要です。各市場の視点からターゲットのニーズと好みを理
解することで、アプリケーションをよりインタラクティブで魅力的なものにすることができます。
ぜひ我々に目を引くユーザーフレンドリーな顧客体験を作り上げるお手伝いをさせてください！

最高の顧客体験のための力強く、心に刺さるデザイン

UI/UX デザイン

ソフトウェアの保守と管理は開発と同じぐらい重要な分野です。メンテナンスの過程で、企業が最適化や
安全な運用を行うために、すべての資産とシステムを洗い出します。適切なメンテナンスを行わないと、
小さな問題がコストとなり、生産性や収益性に影響を与える障害に発展しかねません。少しでも小さな
異変があるのであれば、すぐに行動を起こしましょう。

Newwave Solutionsには、それぞれの業界に応じたお客様のニーズと予算を満たすソリューションがあ
ります。

Newwave Solutions - システムメンテナンスの信頼できるパートナー

ソフトウェアメンテナンス

Web/モバイルにおけるUI/UX

- UIデザイン

- UXデザイン

- インタラクティブデザイン

-プロトタイプ作成

グラフィックデザイン

- イラスト

- ロゴデザイン

- アイコンデザイン

- モーショングラフィック/アニメーシ
ョン

提供しているサービス

詳しくはこちら
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https://newwave.vn/jp/
https://newwave.vn/jp/


変化の速いテクノロジーソリューション業界のパイオニア自信をもってアプリを出すためにローンチ前の検証が大切です

IoT

ソフトウェアテスト

モバイルアプリケーションテスト

機能テスト

APIテスト

互換性テスト

受け入れテスト（UAT）

パフォーマンステスト

ブロックチェーン DevOps

チャットボット AI / ML 

ツールと技術
ツールと技術

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。デジタルの未来を拡張可能で、安心で、革新的なものにしたいのであれば、
ぜひ我々と成功の道を歩みましょう！

新規技術

ソフトウェアプロジェクトにおいて、優れた顧客体験を保証するために、ソフトウェアやサービスの
問題を事前に防ぐ品質保証検証はとても重要で不可欠な部分です。弊社独自のテストサービスは
正確な結果を得られるため、お客様へ効果的な対処をご提案することができます。ぜひ我々に御
社の要件とビジョンをお聞かせください。Newwave Solutionsはその専門性を活かして必ず結果
をお出しします。

品質保証/検証

提供しているサービス

提供しているサービス
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IoT Devops-1

Blockchain

Typescript-1

Artificial
Intelligence

ChatBoat

詳しくはこちら詳しくはこちら

https://newwave.vn/jp/
https://newwave.vn/jp/


データ準備サービス
人工知能 (AI) サービス

あらゆるソースからのデータを準備するためのオールインワンソリューション

合法的なデータで安全に開発するための完全なコンプライアンス

専任のプロジェクトマネジメントを設置し、柔軟なデリバリー体制を構築し
たフルマネージドサービスです

トレーニングの正確性とスケーラビリティを確保するために、あらゆるスケー
ルで厳格な品質を保証します

21 22

利用可能なデータプール

Newwave Solutions プラットフォーム

からの � 億以上のビジュアル素材

オンデマンド生産

機材の準備が整った��万人以上
designers のデザイナー 

AI搭載ツール

ソースからの高度な検索とクロー
ルのため

オンデマンド コレクション

�,��� 人以上のグラウンド トゥルース デ
ータ コレクター



事業の進め方

Step 1

課題の発見

初期コンサルティング

細かなヒアリング

コンサルタントとミーティ
ング

提供するもの

見積もり

Step 2

戦略と分析

ビジョンの発見と定義 

プロジェクトの計画

提供するもの

プロジェクト仕様 

情報構築と戦略 

キーワードレポート

監査

実施計画

コンサルティング

Step 5

管理サービス

��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

最適化

Step 4

テストとデプロイ

デプロイとマネジメント

テスト自動化

提供するもの

テストケースの実行

サービスローンチ

メンテナンス

Step 3

デザイン

UI/UXデザイン

UI/UX実装

提供するもの

ワイヤーフレーム 

ビジュアルコンセプト

開発

フロントエンド 

コンテンツ 

バックエンド 

提供するもの

サービス開発

機能開発 

テストケース

実装

23
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請負型 ラボ型

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

配信モデル

働き方
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。

請負型

  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

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。

ラボ型（工数単価方式）

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。

開発チーム

クライアント

ラボ型

開発チーム

クライアント

請負型

どれを選んだらよいの
でしょうか？
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お客様

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

サポート

アドバイス

管理

報告

Newwave Solutions チームの

アウトプットに対する

評価、受け取り、承認

プロジェクトに参加するた
めのリソース指示

直接仕事の指示と報告を行う

請負型

Newwave  
Solutions

（任意）

プレジェクト
マネージャー

ジェネラル
マネージャー
（任意）

BAチーム QAチーム 開発チーム

サポートリ
ソース

その他の
リソース

UI/UX

アカウント
マネージャー

管理者/会計

契約書と書類の取りまとめ

28

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

情報交換と発生し

た問題の解決

サポート

アドバイス

管理

報告

タスクを指示

タスクの話し合い

報告と現状把握

直接仕事の指示報告を行う

直接仕事の指示報告を行う

お客様

Newwave 
Solutions

（任意）

プロジェクトマ
ネージャー

ジェネラル
マネージャー
（任意）

優秀なチームメンバー

プロジェクト
リーダー

ジェネラル
マネージャー

BAサポート

管理者/会計

契約書と書類の取りまとめ

27

ラボ型

（任意）

（任意）
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ベトナム

日本

お客様ご担当者

Newwave
Solutions

常駐メンバー

モデル1
オンサイト
（常駐）

Newwave Solutions オンサイト チーム

お客様ご担当者

オンサイト構内チーム
（請負）

モデル2
BrSE ＋Offshore
（請負）

モデル3

お客様ご担当者

Newwave Solutions BrSE

Offshore
（請負）

モデル4

お客様ご担当者

逆BrSE ＋ Offshore
（請負）

モデル5

お客様ご担当者

お客様

Newwave
メンバー

PM

スタッフ

PM

スタッフ

リーダ

スタッフ

リーダ

お客様駐在者

スタッフ

スタッフ

スタッフ

スタッフ



ポートフォリオ

イメージが欲しい方へ?

Newwave Solutionsが今までに開発してきた

ユニークな実績はポートフォリオにてご確認く

ださい。
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領域： 不動産

クライアント 商品の特徴

不動産業者のためのクロスプラットフォームアプリ
ケーショ

Web/モバイル(Android/iOS)

ベトナムの代表的な不
動産グループ

挑戦 ソリューション

プラットフォーム 我々の役割

分析、管理、開発

不動産業者の方が、潜在顧客リストの作成、リス
ティングの管理、クロージングの合理化、経費のト
ラッキング、オープンハウスの管理を24/7で管理
できるアプリケーション

売り手向けセミナー、SNS、ミニゲーム、マーケッ
トプレイス

不動産業者のチーム管理

機能の多様性

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
ーションなどの新技術の応用

技術：AWS/モバイルクロスプラットフォーム

言語：Javascript / Typescript / Dart / Swift / 
Kotlin

フレームワーク：Angular / Flutter / VueJS / 
Wordpress

マネジメントツール：Jira

マネジメント方法：Agile

プロジェクトタイプ：ODC

チーム人数：27名

33 34

Newwave.vn



領域：ブロックチェーン&フィンテック

クライアント 商品の特徴

ブロックチェーンWeb/
モバイル(Android/iOS)

香港の実績あるブロック
チェーンテクノロジー会
社

挑戦 ソリューション

プラットフォーム 我々の役割

分析、システム構築、マネジメント、開発、テスト

ノード：ブロックチェーンネットワークにおいて節
点として機能

Webウォレット：Web上で使われる電子ウォレット

モバイルウォレット：モバイル上で使われる電子ウ
ォレット

スキャンWeb：ブロックチェーンネットワークにお
いて情報を検索するページ

プール：プールでマイニングするページ

グロワー：マイニング為のツール

とても新しいマイニングの方
法、能力の証明

ブロックチェーンベースのア
プリケーションシステム構築
は、様々な挑戦

技術：ブロックチェーン

言語：Java, PHP, Javascript

フレームワーク：Angular

マネジメントツール：Backlog, Jira

マネジメント方法：Kanban, Spiral

プロジェクトタイプ：ODC

チーム人数：13名

Newwave.vn
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クライアント 商品の特徴

Vivoxのボイスチャットを搭載したUnreal engine 
�での�Dゲーム開発

モバイル(Android/iOS)

日本のビデオゲーム会社

挑戦 ソリューション

プラットフォーム 我々の役割

開発

トーク、ドレスアップ、トーキングスポット（ボイスチ
ャット）、ミニゲームなどで友達と交流できる。

プレイヤーはガチャを寄付してスタンプを贈る事
が出来る。

プレイヤーの音声通話

ユーザーが音声でほかのプレ
イヤーと簡単にコミュニケー
ションが取れる。

ユーザーによりリアルな体験
をしてもらうため、立体的な
音声シミュレーションを実施
する。

技術：Vivox音声コミュニケーションサービス

言語：C/C++

フレームワーク：Unreal engine 4, Vivox SDK

マネジメントツール: Jira

マネジメント方法: Tempo

プロジェクトタイプ：請負型

チーム人数：3名

領域：ブロックチェーン&フィンテック

Newwave.vn
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領域：Eコマース

クライアント 商品の特徴

Amazonセラーのための

Web/モバイル(Android/iOS)

日本のEコマース会社

挑戦 ソリューション

プラットフォーム 我々の役割

開発

評価やレビューとともに最適な価格の比較がで
きる。

特定のアイテムに対して、最適な価格をセラーに
提案する

クエリを高速化するための商
品価格データのキャッシュ処
理

多くの商品のバーコードを同
時にスキャンできるようにする

小さいバーコードや滲んだバ
ーコードを正確に読み取る

技術：状態管理/ Firebase ML / AWS Market-
place API / Keepa API / ビックデータ管理

言語：Dart / PHP / Javascript

フレームワーク：Flutter / Laravel / VueJS

マネジメントツール：Jira

マネジメント方法：Agile

プロジェクトタイプ：ODC

チーム人数：8名

Newwave.vn
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領域： ヘルスケア

クライアント 商品の特徴

睡眠記録とレコメンドアプリケーション

モバイル(Android/iOS)

日本のお客様

挑戦 ソリューション

プラットフォーム 我々の役割

分析、管理、開発

心拍、体温、睡眠活動の取得と記録

ユーザーの個人的な睡眠トラブルを観察し、より
良い睡眠でストレスや不安を減らすための方法を
学ぶことができる

研究者に睡眠パフォーマンスのより詳細なデータ
を提供できる

ユーザーの睡眠と覚醒の状
態を確認できるアルゴリズム
を発見する

ユーザーの睡眠と覚醒の情
報に基づいて睡眠時間を提
案するアルゴリズムを発見す
る

アプリとiOS / Androidモバイ
ルデバイスのセンサーを常時
接続させる

技術：モバイル(Android/iOS)

言語：Swift / Kotlin

フレームワーク：ReactiveX / Realm.io

マネジメントツール：Jira

マネジメント方法：Agile

プロジェクトタイプ：請負型

チーム人数：5名

Newwave.vn
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領域：スポーツ

クライアント 商品の特徴

スポーツチームのSNSアプリ

モバイル(Android/iOS)

日本のお客様

挑戦 ソリューション

プラットフォーム 我々の役割

我々の役割：分析、管理、開発

チームとメンバープロフィールの作成と管理

プッシュ機能を利用してワークアウトスケジュー
ルを作成

トーナメントとチームマッチのスケジュールを作
成

メンバー向けのSNS：投稿、コメント、フォロー、い
いねができる

大量のユーザー接続の処理

大量のユーザーデータの処理
と同期

AWSサービス（S3、ロードバラ
ンサー、Kafkaなど）を使用し
て、システムの処理能力のス
ケールアップおよび改善

GraphQLを使用して、高速で
柔軟なデータ検索を行う

技術：AWS / GraphQL / モバイルクロスプラット
フォーム

言語：Javascript/ Typescript / Swift / 
Objective-C / Kotlin / Java

フレームワーク：NestJS / React-native

マネジメントツール：Jira

マネジメント方法：Agile

プロジェクトタイプ：請負型

チーム人数：27名

Newwave.vn



ポートフォリオを
ご覧くださいVisit us Clutch TechBeheMothsGoodFirms

����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��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��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����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

Follow us Facebook Linkedin Youtube

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

https://www.facebook.com/newwavesolution
https://www.linkedin.com/company/newwavevn/
https://www.youtube.com/channel/UCvkQ1qe-2A1eB4iTzHRcedw
https://techbehemoths.com/company/newwave-solutions
https://www.goodfirms.co/company/newwave-solutions-jsc
https://clutch.co/profile/newwave-solutions#summary
https://newwave.vn/jp/
https://newwave.vn/jp/portfolio/



