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会社概要

設立日
資本金
事業内容

従業員数
成長率
資格認証

2012年4月6日
約3億1000万円
ソフトウェア開発
システムインテグレーション
1250名(2020年3月現在)
183％（2019年度）
ISO 9001: 2015 ; ISO/IEC 27001:2013



オフィス

ハノイ本
社 ダナン ホーチミン 東京 大阪支社

21F, Handico Tower, Pham 
Hung St.,
Nam Tu Liem District
Hanoi City, Vietnam

Tell: (+84) 24 362 316 85
Email:contact@rikkeisoft.co
m

11F, VietNam News 
Agency Building,
81 Quang Trung St., Hai 
Chau Dist., 
Da Nang City, Vietnam
Tel: (+84) 236-962-685
Email: 
contact@rikkeisoft.com

7F, Maritime Safety 
South Building,
42 Tu Cuong St., Ward 4, 
Tan Binh Dist.,
Ho Chi Minh City, 
Vietnam
Tel: (+84) 28-2253-8004
Email: 
contact@rikkeisoft.com

〒108-0014
東京都港区芝 4-13-4 田町16
藤島ビル3階
 
Tel: (+81) 3-6435-0754
Email:contact@rikkeisoft.com

名古屋

〒451-6040 愛知県 名古屋市 西
区 牛島町6-1 名古屋ルーセント
タワー40階
(+81) 36 435 0754

contact@rikkeisoft.com

〒530-0047
大阪市北区西天満3-5-10
オフィスポート大阪 2階

 
Email:contact@rikkeisoft.com 



従業員数の推移



ビジョン ミッション
ベトナムでNo. 1のテクノロジーグループ ベトナムの価値を高めます。

コアバリュー

"挑戦的な目標を設
定し、強い決意で

実現に向けて
行動します。"

向上心 継続的改善
"学習意欲を持ち、
あらゆる困難を乗り

越え、新しい機会に怯
むことなく挑戦

します。"

革新
"責任感を持ち、
懸命に働き、最

良の結果を達成する
よう努めます。"            

オープンネス
"組織の発展という
共通の目標を持ち、

自身の価値観を共有し、
相手を認める

精神を持ちます。"

一意専心
"責任感を持ち、
懸命に働き、最
良の結果を達成

するよう努めます。"



特徴

日本語
コミュニケーション

信頼のパートナー

生産性
パフォーマンス

優秀な人材

スタッフが半数が日本語可能



事業内容

金融・業務系システム開発

ウェブシステム開発

モバイルアプリ・ゲーム開発

BPOサービス

AI・人工知能研究開発

CAD設計

・COBOL, .NET (C#, VB, ASP), C, Java,...
・Unix, Oracle, SQL, ...

・PHP, Ruby, Python, Java, .NET, mySQL,Scala, ...
・NetBeans, Eclipse, Cake PHP,Fuel PHP, Ruby on rails, ...

・Java, Objective C, C, C++, Swift, Unity, .Net,
Java,Kinect, ...
・OpenGL, Core Animation, Core Image, Core Graphic, ...

IoT/組み込みシステム開発

ソフトウェア品質検証サービス

・C, C++, XML, ...
・Windows XP Embedded, Windows Embedded 8.1, ...

・C, C++, Python, Java, SQL, ...
・Tensor flow, Machine learning, ...

・Data processing
・Data entry



業務・金融系システム 業務系システム

勤怠管理システム
次生産管理システム
販売・在庫・原料管理システム
資産管理システム
顧客管理システム
医療系システム
警備管理システム

物流管理システム
学校管理システム
コスト管理システム
ワークフローシステム
分析管理システム
オンライン実習システム

金融系システム

投資信託管理システム
・ファンド
・元本管理
・残高管理
・決済管理
・会計管理株式
・債券
・先物
・オプション約定管理

生命保険システム
・保全
・収納



ウェブ/クラウド
EC サイト構築

EC-CubeをカスタマイズしたECサイト構築システムパッケージ（レコ
メンド機能、SNS連携、POS管理、在庫管理など。）

IT経営を促進するクラウドデータベース
ビジネスの展開に必要なデータを蓄積し、ステークホルダーとの
共有を実現するシステム（登録フォーム作成、CSVインポート、
レコード参照など。）

園児管理クラウドシステム
園児・保護者・職員の各名簿をクラウドで管理し、外
出先からもメール
配信が可能な総合園内業務システム。



モバイルアプリケーション
写真コラージュアプリ

写真、スタンプ、文字から自由にコラージュを
作成するアプリ

クイズアプリ

モザイクがかかった画像の正体を制限時間内に
回答するアプリ

通話中データ共有アプリ

VoLTEを搭載した端末上で、音声通話相手と
データ共有するための機能を提供するアプリ



ゲーム

アクションゲーム
モンスターをタップして点を得るゲーム

ソーシャルゲーム
レストランシミュレーションゲーム

Kinectを使ったゲーム
地図情報提供会社の新サービスをプロモー トする
ためのシステム



RIKKEI.AI

Rikkei.AI

深層学習を含む機械学習によ
りAI関連
サービスを提供するプラット
フォーム技術：

・音声認識技術
・画像認識技術
・データマイニング技術
・自然言語処理技術
    



RIKKEI.AI-SPEECH

音声認識・Speech to Text (STT)

２つのモデルを使用
・End-To-End
・Hybrid Deep Neural Network – 
   Hidden Markov Model

ベトナム語の音声データを収集
・性格、年齢、エリアの多様性を守る
・毎月500時間



RIKKEI.AI-ビジョン

画像認識

画像からデータを抽出
するためのAPIを提供
・オブジェクト認識
・文字認識



RIKKEI.AI-知識
データマイニング技術

ビッグデータの収集、処理
・予測
・レコメンデーション

データマイニング技術

ビッグデータの収集、処理
・予測
・レコメンデーション



BPOサービス
Rikano (Tool)

Rikkeisoftが開発したアノテーションツール
特徴：
・プロジェクト管理機能
・人材・品質管理
・クイック描画支援機能
現在、画像ラベル付け機能を主に開発

画像ラベル付けプロジェクト
ロボットおよびオートパイロットシステムのAIに提供する画
像ラベル付け業務に関するプロジェクト
手法: Bounding Boxes
         Polygons

商品特定システム保守 （入力業務)
レシート情報の入力業務
レシートのJANコードは店舗によって箇所が異なり、
システム上で読み取ったJANコードと
商品名を自動で登録ができないため、読み取り結果を目
視確認し、手動での紐づけが必要



CAD設計
ランプ設計プロジェクト

手書きのイメージや2D図面、
または顧客の要望などから3D
モデリングを作成し、3Dモデリングの制作履歴 から単品
図とASSY図を作成

車体設計プロジェクト
顧客の基準に従って3Dモデリングの履歴
または
3D形状を作成



社内管理方法



社内管理システム

・社内ニュース
・社員管理システム
・案件監視システム
・お客様満足度管理システム (CSS)

・ノウハウ管理システム
・テクノロジー管理システム
・ドメイン管理システム
・資産管理システム



パートナー



主要取引先

その他100社以上 。





お客様の声

オフショア開発を依頼する際、日本からは見えない
ことが多い為、どんな人達が、どんな環境で仕事を
しているのか不安があるものですが、Rikkeisoft様
は若い人材からベテラン技術者まで幅広く在籍をし
ており、技術フォローもしっかりしていらっしゃる
ので、安心して遠隔地での開発をお任せできます。
日本語や日本文化の教育にも力を入れており、日本
語が堪能なメンバも非常に多いので、日々のコミュ
ニケーションや会議はすべて日本語で行なえます
し、仕事に対するモチベーションも高く、責任を
持って納期まで対応をしてくださるあたりは、日本
人にも通じるものがあります。
また開発チームだけでなく、評価専門の担当者や、
プロジェクト状況をリアルタイムで監査するプロセ
ス管理チームを設置するなど、組織として品質の管
理を積極的に取り組んでいらっしゃる点も、非常に
助かっております。
Rikkeisoft様とは2013年からお取り引きをさせて頂
き、今ではオフショア、オンサイトで数多くのメン
バに協力をして頂いております。
今後とも末永くお付き合いの程よろしくお願い致し
ます。

Systena Vietnam Co., Ltd
代表取締役　西飯義将様

WBC Vietnam Co., Ltd
代表者　土橋一裕様

Rikkeisoft様は日本に対して大変深い知
見がある人材が多く、日本の習慣を理解
しておられ、日本語でのコミュニケー
ションも円滑に取り交わせております。
社内に日本語教育のカリキュラムがあ
り、社員の方々の日本語力が日々向上し
ているのが実感して受け取れます。
現在、ラボ型のサービスを受けておりま
すが技術面の信頼性が高いのはもちろん
の事、リーダーを中心とした素晴らしい
チームワークでとても活気があり、魅力
的な面々です。今後も、ともに成長して
いく事を願っております。

株式会社美人時計
取締役 西藤篤史様

弊社からのオリエンに対しても、積極的
に改善案を提案してくれます。
その提案により、サービスとしてさらに
磨きをかけられていることには大変感謝
しています。



アチーブメント



ベトナムTOP10ICT企業 サオクエ賞 ベトナムのリーディング
ITアウトソーシング会社

ベストベンチャー100 フォーブスベトナムの 
Top 30 Under 30




