
政府による積極的な IT 振興策により技術者の育成が進み、ベトナムはアセアン諸国の中でも有数の IT 大

国になりつつあります。当協議会では、日越間の国際ビジネス交流を促進するため、ベトナムに本拠を置

く優秀な IT 関連企業を大阪に招き、昨年に引き続き、第 3 回目の商談会を開催いたします。ベトナム企

業と直接商談ができる大変貴重な機会ですので、是非ともご活用ください。 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 日  時 ：2017 年 5 月 15 日（月) 13:30～16:30 (開場 13:00) 

 会  場 ：大阪商工会議所 会議室 4 階 401 号室 （大阪市中央区本町橋 2 番 8 号） 

        http://www.osaka.cci.or.jp/Shoukai/Map_Tel/shozaichi.html  

 主  催 ：大阪ビジネスパートナー都市交流協議会 
【構成団体】:大阪市／大阪商工会議所／独立行政法人日本貿易振興機構大阪本部／公益社団法人関西経済連合会／ 

公益財団法人大阪観光局／公益社団法人大阪港振興協会／公益財団法人大阪市都市型産業振興センター／ 

アジア太平洋トレードセンター株式会社／一般財団法人大阪国際経済振興センター 
 

 共  催 ：ホーチミン市人民委員会、サイゴン商業公社(SATRA 社)、 

      Quang Trung Software City Development Co. Ltd 

 後  援  ：在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館（予定） 

 来日企業 ：11 社（予定）＊来日企業が変更になる場合があります。ご了承ください。 

 対  象 ：ベトナムの IT 産業・企業に興味のある方 

 申込方法 ：①申込書に必要事項をご記入の上、FAX または E-mail（event@ibpcosaka.or.jp）にて。 

        お申込みください 

②本事業のウェブサイト内、以下の専用の申込フォームよりお申込みください。 

       専用フォームＵＲＬ：https://www.bpc.ibpcosaka.or.jp/vietnamit2017  

 事 務 局 ：一般財団法人大阪国際経済振興センター(IBPC 大阪) 担当：アンドレ、ファム 

TEL: 06-6615-5522   FAX: 06-6615-5518  E-mail：event@ibpcosaka.or.jp  
   

【ベトナム IT 商談会 2017（大阪） 参加申込書】 

FAX：06-6615-5518 IBPC大阪 アンドレ、ファム宛 申込締切日：2017 年 5月 10 日(水) 

貴社名 

貴団体名 

日本語 業種・事業内容 

英 語  

所在地  

参加者名  部署・役職名  

連絡先 Tel/Fax Ｅメール         ＠ 

資本金           万円 従業員数             名 売上高           万円 

商談を希望される時間帯＆企業（番号）をお教えください。＊基本先着順／調整のうえ後日ご連絡いたします。 

□13:30～14:00  企業番号（   ）（   ）（   ）     □14:00～14:30  企業番号（   ）（   ）（   ）   

□14:30～15:00  企業番号（   ）（   ）（   ）   □15:00～15:30  企業番号（   ）（   ）（   ） 

□15:30～16:00  企業番号（   ）（   ）（   ）   □16:00～16:30  企業番号（   ）（   ）（   ） 

希望商談内容 

その他、ご要望がございましたらご記入ください。 

 

 

＊ご記入頂いた情報は、適切に管理し、主催者団体において各種連絡・情報提供のみに使用いたします。お申込が多数の場合、マッチングの

ご希望に応じかねる場合もありますので、予めご了承ください。本センターが実施するアンケートにご協力をお願いいたします。 

ベトナムＩＴ商談会 2017(大阪) 
～ベトナム企業との個別商談会～ 

 

2017 年 5 月 15日（月）13:30～16:30（開場 13:00） 

大阪商工会議所 4Ｆ 401 号室 

http://www.osaka.cci.or.jp/Shoukai/Map_Tel/shozaichi.html
mailto:event@ibpcosaka.or.jp
https://www.bpc.ibpcosaka.or.jp/vietnamit2017
mailto:event@ibpcosaka.or.jp


ベトナム IT 商談会 2017（大阪） 来日企業リスト 

 

1.．Sunrise Software 

Solutions 

 

 2. IMT Solutions 

http://www.s3corp.com.vn http://www.imt-soft.com 

設立：2007 年 

無線 LAN やネットワーク、データセキュリティ、E

コマース・エンターテイメント関連の IT 開発・サ

ービスに強みを持つ。ベトナムを代表する IT 企業

10 社にも選ばれている。商品ライフサイクルの最

初から最後まで携わるサービスを提供している。ま

たモバイル端末対応アプリの開発にも力を入れてい

る。 

設立：2008 年 

6 年連続でマイクロソフトの IT ゴールデンパート

ナーに選抜されており、様々な国際規格に対応し

ている。ソフトウェア開発とＩＴコンサルティン

グを主業務とし、オフショア製品開発、独立した

ソフトウェア試験、カスタマイズ開発、アプリケ

ーションライフサイクル管理等の分野に強みを持

つ。 
 

 3. TMA Solutions Co. 

 

 

4. Global Cyberspoft 
(Vietnam)JSC 

http://www.tmasolutions.co.jp  http://www.globalcybersoft.com  

設立：1997 年  

1800 人以上のエンジニアを雇用している。ソフト

ウェア開発、特に·アウトソーシングサービスを得

意とする。 

主な事業内容： 

・戦略的なソリューションパートナー   

・動的リソース 

・エンドツーエンドのソリューション 

・イノベーションサービス 

・オープン＆効果的なコミュニケーション 

・エンジニアリングプロセス設立  

・セキュリティ＆IP 保護 など 

設立：2000 年 7 月  

アメリカ・カリフォルニアに本社を持つ米企業。

ストーンアップルをはじめとして様々な機関投資

家からの投資を受けている。1100 名ものエンジ

ニアを有し、その高い技術力で世界的に高い評価

を受けている。優れたトップマネジメントのも

と、グローバルな IT トータルソリューションやア

ウトソーシングサービスを提供している。 

 

 

5. NASTECH 

 

 

6. The Saigon Institute 
of Technology 
(Saigontech) 

http://www.nashtechglobal.com   http://www.saigontech.edu.vn 

設立：1988 年。  

1998 年にロンドン証券取引所上場 

1600 名のエンジニアを擁しソフトウェア開発、業

務プロセスアウトソーシング及びエグゼクティブサ

ーチ・人事サービスを中心に事業を行っている。オ

ーダーメイドソフトウェア開発に関しては、アプリ

ケーションの開発・移行・管理、テスト及び品質保

証、モバイルアプリケーション開発に強み。金融、

通信、メディア・出版業、公共サービス、流通、製

造、通信等の各業種において開発実績を持ってい

る。 

設立：2001 年 

IT＆経営管理（マーケティング、会計、投資）に

焦点を当てている大学で、QTSC に居を構えてい

る。2003 年に米 Houston Community College

とパートナーシップ契約、2007 年には国際ビジ

ネス、マーケティングや経営などのコースを追加

しプログラムを拡大した。また、英語教育にも注

力している。 

              

http://www.tmasolutions.co.jp/
http://www.globalcybersoft.com/
http://www.nashtechglobal.com/
http://www.saigontech.edu.vn/
https://www.nashtechglobal.com/


 

7. DIROX COMPANY 

LIMITED 

 

 

8. FUJINET SYSTEMS 

JSC 

http://www.dirox.net http://www.fujinet.net/ 

設立：2003 年 

2003 年の設立以来、フロントエンド、バックエン

ド、モバイル端末など様々な短期および中長期のソ

フトウェア開発に携わってきた。製品開発において

は常に品質管理、スピード、コスト合理性と製品の

優良さに常に気を配っている。  

2000 年設立。 

ソフトウェア開発事業・パッケージソフトウェ

ア ・SI 事業・CAD 開発を展開している IT 企

業。日本留学経験者や就労経験者が多く在籍して

おり、対日ビジネスにおいて強みを持つ業務系シ

ステム（生産、販売、物流、建設、….）、WEB

系システム、スマートフォン向け Web システ

ム、IPhone/Android アプリ等の開発実績があ

る。 
 

 

9. SPHINX SOFTWARE 

JSC 

 

 10. TERRALOGIC 

http://sphinx-software.jp/ http://www.terralogic.com/ 

2014 年設立。 

ベトナムにおける JavaScript に持化した唯一無二

の会社で、JavaScript においてはベトナムでも最高

峰の技術を有すると自負している。2017 年には日

本に法人を設立する予定で、今後更なる対日ビジネ

ス拡大のビジョンを持っている。 

米カリフォルニア州に本社を構えベトナムを始め

様々な国に展開している IT 企業。データサイエン

ス、IT 開発、デジタル移行、IT エンジニアリング

サービス、IT マネジメントサービス、モバイル端

末プラットフォーム開発等を営んでいる。 

 

 

11. ARIS VIETNAM  

 

 

 

www.aris-vn.com   

100%日本出資企業。2011 年設立。ホーチミン市の

タンビン区に本拠地を置く。多種多様なモバイル端末

用のアプリケーション開発や、オンデマンドなソフト

ウェア開発およびテストを主事業に据える。若くて優

秀かつ情熱的なエンジニアを多く擁し、製品の品質に

細心の注意を払っている。 

 

  

 

http://www.aris-vn.com/
https://www.dirox.net/
http://sphinx-software.jp/

