
業務履歴



人々の生活に貢献します。
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SITEN
 の プロファイル
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SITEN
の プロファイル

SITEN ソフトウェア株式会社
商号

(+84)246 260 2457
電話番号

https://siten.vn
ウェブサイト

0107311329
個人証明書

contact@siten.vn
電子メール

住所

5階、１グエン・ティ・ヅエ通り、イェン・ホア、カウ・
ジャイ地区、ハノイ、ベトナム、10000
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お客様へもたらす
価値の一部
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お客様へもたらす
価値の一部

高品質のサービスは、優秀かつ経験豊富なマネージャ―によって

提供されます。

国際的なお客様との取引を通して得られた知見・徹底的な規律・熱意により、我々は

高品質の開発及びカスタマーケアサービスにおいて優れたメリットを提供できると信じ

ております。

効果的なチームワーク

チームメンバーの間の効率的かつ調和のとれたコラボレーションにより、我々は個々

人の強みを組み合わせて、お客様のご期待に応える成果物を提供できると信じており

ます。

付加価値を向上させる目標

全てのプロジェクトにおいて付加価値を創造し、増加させることが優先順位の最上位

にあるため、我々は常にお客様のご期待を超える開発業務に注力しております。貴社

との長年にわたる関係のみならず貴社のご発展のための長期的なコミットメントを形

成し維持することができると信じております。

お客様のご要望に合わせた高品質のアウトソーシングサービスを期間内
に提供することを目指しております。
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2 サービス
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2サービス
我々の学ぶ意欲及びワーキングプロセスを持続的に改善する不屈の精神は、お客様のご要求を満た

すための優れたサービスを提供するのに重要なものです。

ン

ウェブサイトアプリケーション
ウェブ設計及び開発
ドメイン及びホスティングサービス
ウェブベースアプリケーション

モバイルアプリ
ゲーム

ウェブアプリ
Android/iOS/Windowsphone アプリ
モバイルストリーミングアプリケーショ

強いソフト分野
ERPコンサルタント及び導入
電子商取引
会計及び金融ソフトウェア
ドキュメント管理ソフトウェア
プロジェクト及びタスクの管理
特定要件ソフトウェア

試験装置ソフトウェア
タスクスケジュールソフトウェア
システムトラッキングソフトウェア

ITコンサルタント及びソリューション
地理情報システム
ウェブセキュリティスキャナ
オンラインダッシュボード
エンタープライズソリューション：ウェブサイト、SEO
、電子商取引

モバイルストリーミングアプリケーション

人材採用
PHP開発者
Java開発者
.Net 開発者
フロントエンド開発者
プロジェクトマネージャー

品質保証及びテスター

通信システムに向け業務
遠隔診療
観光



GIT

SOURCE 
CONTROL

TEAM
FOUNDATION

SERVER

SVN

DATABASE

RDbMS
SQL

MongoDB

NoSQL

Microsoft 
SQL Server

プログラミング 言語

2
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サービス



Native
App

jQueryAngular.js

Bootstrap

FRONT-END

WEB

MOBILE

EJB

Windows
services

BACK-END

SERVICES

LANGUAGES

FRAME
WORKS

Phalcon

Laravel

WEB
APPLICATION

.NET

.NET
ASP

Web
services JSON

Java

11

プログラミング 言語

2サービス



ワーキングプロセス

2
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計画

サービス

クライアント
から要求仕様

の受領

クライアン
トのニーズ
及びビジネ
スの分析・

クライアントへソ
リューションを提
供する提案を送信
・提示する。

クライアント
が拒否

カスタマーケ
ア及びサーポ
―トサービス

クライア
ントが受
け入れ

契約書を締
結する

開発

プロジェクト管理及び監視

プロジェ
クトキッ
クオフ

プロジェ
クト開発

プロジェ
クト完了

最終製品のデ
リバリー

プロジェク
ト デリバ

リー

遠隔診療
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3会社概要
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3
プログラミングに対する我々の情熱に限界はありませ
我々は、人生に価値のある信頼できるIT機能を構築するための真の情

熱を持っております。

学ぶ意欲は私たちの大きな利点です。
ITインフラストラクチャの徹底的な理解により、我々はテクノロ

ジー業界に認められ、高い評価を得ます。

SITEN のフラットな組織は、チームリーダーとメンバーの親密な関係と相互理

解から生み出されます。

団結力は我々の強みです
チームワークは我々のコアバリューの一つです。

我々のワーキングモデルはTIMとして形成

会社概要
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3
スクラムは、ソフトウェア開発手法として選択されます。

スクラムフレームワークにより、我々は製品開発を管理し、一貫した作業を確

保し、効率性・柔軟性・スケーラビリティを最低のリスクで達成することができま

スクラム開発手法により、緊密なオンラインコラボレーション及びチームメンバー

間の毎日の対話を活発化し、チームが自立化することができます。

ポジティプシンキングは、生活及び仕事に対する我々の姿勢の深い根源です。

我々は積極的に考え、丁寧に話し、創造的に行動します。

このスローガンは目標だけでなく、常識として掲げました。

我々は顧客本位の開発を優先してきました。

会社概要
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4我々のTIM

平等、団結力、尊敬、責任感

TIMモデルは、平等・公平・尊敬が保証される人間
中心の職場環境を作り出すための重要な戦略です。
SITEN の 個々人は以下のような TIM のメンバーで
す：
各々のゴールを目指し個人個人仕事に取り組みます
。
会社の目標を達成するために積極的に協力して他の
チームをサポートします。
会社は、TIMlead（リーダー）とTimer（メンバー）
という2つの部門で構成されます。上司も従業員もな
し。
我々は、TIMモデル会社向けに特別に設計された
TIMWOOKという独自のウェブベースの管理システムを
構築して使用しております。

FOUNDERS

INTERNAL
PRSC

BIZ - 
MARKETING QA

HRPRODUC
-TION



4
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我々のTIM

ホア・グエン
Production timLead
(+84)90 602 2469 | hoa.nguyen@siten.vn

工科大学（HUT）・情報技術学部、及びAprotrain Aptechを卒業。

起業プロジェクト：Eten、 Olymsearch、 tienganh.vn、 及び Siten

。
ソフトウェアプログラミング、.NET フレームワークウェブサイト設計

における10年以上の経験を持っております。

プロジェクト管理、ソフトウェア分析、及びビッグデータシステム構

築における4年以上の経験を有しております。

Azure使用における3年以上の経験をもっております。 クオン・レ・ハイ

SC timLead
(+84)97 280 3849 | cuong.lh@siten.vn
工科大学（HUT）・情報技術学部を卒業

管理ソフトウェアサービス、電子商取引等における9年以上の経

験を持っております。

Java、 C、 .NET、 jQuery 、Javascript、 HTML、 CSS等のプロ

グラミング言語に 精通しており、効率的な業務ができます。

起業プロジェクト：Eten、 Olymsearch、 Siten。

ト・マイ・チー
Biz timLead
(+84) 98 645 1183 | tho.mc@siten.vn

工科大学（HUT）・情報技術学部を卒業

Java、 Spring、 EJB、 Hibernate、 PHP、 Javascript等データ

ベース技術における9年以上の経験を持っております。

日本のクライアントとのアウトソーシングプロジェクトを50件以

上成功に導きました。

三つの起業プロジェクト：Silver Shoes、Sililab、Siten

1000人以上の企業規模のための管理ソフトウェア構築の分

野において、幅広い経験があります。
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リン・ヴゥ・トゥイ
HR timLead

(+84) 34 594 8132 | linh.vt@siten.vn

労働組合大学・人事学部を卒業

IT求人及びヘッドハンティングにおいて2年間の経験があります。

イベント開催及び内部関係における1年間の経験があります。

トゥイさんの慎重・繊細・活発・熱意といった性格は自分の仕事

の役に立つだけではなく、周りの人をやる気にさせます。

我々のTIM

フオン・レ・タイン
Foreign Partnership | Biz Tim
Internal PR timLead
(+84) 36 314 0233 | huong.lt@siten.vn

ハノイ大学・英語学部を卒業

イベント開催及び内部関係における5年間の経験を有しており

会社文化の構築、みんなに「幸せ」を感じさせる働く環境づくり

、会社の活動へ貢献していただけるようにみんなを明るくさせ

ることに情熱を持っております。

18

QA timLead
(+84) 97 871 2448 | trang.nth@siten.vn
銀行学院の管理情報システム学部から卒業した。

品質保証についての3年間の経験を持つ。

強み：精力的、几帳面、友好的、正直、良心的、進歩的、勉

強好き

グエン・ティ・フエン・チャン



5会社文化
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5会社文化
サイテン賞    

年末恒例の賞

20

-Siten賞は、2017年のクリスマスパーティーで最初に創設された。これは、Sitenの目標達成に目指して1年間にわたる目立つ成果を

上げた個人およびチームの貴重な貢献を称えることを目的としている。Siten賞も、潜在的なインターンにとってSitenの文化と作業

環境に体験するチャンスである。

- 投票カテゴリ：モチベータ、潜在的な新人、一番成果を上げたTim、優秀なTimリーダーなど



5会社文化
員旅行
毎年の最大イベント

社

社員旅行は、プロジェクトの苦労・慌しい時期の後のリカバリーとして行われる年次
イベントです。
また、シテンナー間で友情の絆を育み、貴重な思い出を作り出す機会でもあります。

21



会社文化

5会社文化
イジーディー
チームビルディングイベント

レ

22
4ヶ月ごとの特定の稼働日に1回開催されるレイジーディーは、アウトドアのチームビルディング及び社会活

動によ って日々のストレスを解消し、エネルギーを回復させるためのシテナーズの短い休憩です。
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5会社文化

ッピーランチ
    月例イベント
ハ

23

毎月の月末、サイテンナー全員でハッピーランチに集まっています。

TIMSは、予め用意した料理と外食をせずに自分で食べ物を買ったり、料理を作ったり、お皿を洗ったりする事になっています。

一緒に食事を準備することによって、サイテンナーは他者を理解しながらリラックスした瞬間を過ごせます。 



6パートナー
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6パートナー

私たちのパートナーになりませんか。

25

我々は、2NFソフトウェア、Vlane、Alticast、

MamiFood、OneCreative Group、Vietsoftware 

International、Viettel Global、MITI、政府の

開発 プロジェクト等、お客様のニーズを満たす

最先端 のソリューションを提供する多くの技術

プロバイダーとともに、 潜在的かつ人気のある

起業企業と協力して、長期的な関係を持ってお

ります。 



7完了した
プロジェクト
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7完了した
プロジェクト

27

TOC 
監視システム

WATER RESOURCES SOFTWARE 
管理システム

FAB-EIS
  ビジネス管理システム

OLYMSEARCH 
  検索エンジン

TIMWOOK
  コラボレーションシステム

ELECTRICITY BILLING
管理システム

DIGITAL BOARD 

EB SECURITY 
   お客様の付加価値サービス

RIPT MAP 
  テレコムサービスマップシステム

 衣服貿易システム

FRIMA
 蒸留酒貿易システム

MYVTG
   お客様の付加価値サービス

USTA
  情報管理システム

REACH
Student administrative software 

SITMO
Remote alarming App

ALTICAST 
Windows Phone アプリ

BIIN TOURISM

BIIN MEDICAL
遠隔診療アプリ

V

W

SE VIETNAM
 ウェブサイト

電子商取引

観光向けソフトウェア

    ライブデータシステム
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BIIN観光
観光向けソフトウェア

28

お客様：ベトナム（Biin株式会社）

期間：2019年8月～現在

規模：50人月

プロジェクト情報：

このアプリは、観光客、ツアーガイドとベトナムでの旅行サービス

プロバイダーを接続することをサポートする。

- 観光客向けアプリは、観光客に情報とユーティリティを提供する

マルチメディア接続ものである。このアプリは、AndroidおよびIOS

プラットフォームをサポートしている。主な機能はツアー管理、 情

報検索、ツアーガイドとの交換、 参加済みツアー参照、フィードバ

ック送信、観光客向けの別ユーティリティでオンライン買い物を体

験することである。

- ツアーガイド用アプリは、マルチメディア接続アプリケーション

であり、AndroidおよびIOSプラットフォームのサポートアプリケー

ションである。主な機能はツアー管理、情報検索、観光客との交換

、 フィードバック送信である。

プログラミング言語: C#、Javascript、HTML, CSS

技術とフレームワーク: Web API、.NET core、Sql サーバー、 

Entityフレームワーク、AngularJS、ReactJS

完了した
プロジェクト



7
29

お客様：ベトナム（Biin株式会社）

期間：2019年6月～現在

規模：30人月

プロジェクト情報：

医療記録を保存し、1つのアプリで他の

多くの医療サービスを使用できるベト

ナム人ユーザーに向けアプリである。

プログラミング言語：

C#, React-Native、

Html/Css/Javascript 

技術:.Net Core、SignalR、

ReactNative、VueJS

BIIN 
遠隔診療ア

完了した

プロジェクト

医療



学生管理ソフトウェア

7
R

完了した
プロジェクト

お客様：ベトナム

期間：2019年1月～2019年6月

希望：21人月

プロジェクト情報：

学生を管理するソフトウェアを開発する。

- 管理ウェブ

+ 教師が学生と態度評価レポートを管理することをサ

ポートする。

+ スポンサーの投資金額とセンターの各コースの結果

を統計する。

+ 教師とサポーターが記事を投稿し、学生のフィード

バックに応答するのをサポートする

- アプリはAndroidおよびIOSプラットフォームをサポ

ートしている。学生と学校が仕事、会社のフィードバ

ック、新卒者の就職支援について相談するのをサポー

トする。

プログラミング言語：C#、Javascript、HTML、CSS

技術とフレームワーク：ABP、Web API、.NET core、

Sqlサーバー、 Entityフレームワーク、AngularJS、

Android SDK、iOS SDK

EACH

30

お客様：ベトナム（Biin株式会社）

期間：2019年8月～現在

規模：50人月

プロジェクト情報：

このアプリは、観光客、ツアーガイドとベトナムでの旅行サービス

プロバイダーを接続することをサポートする。

- 観光客向けアプリは、観光客に情報とユーティリティを提供する

マルチメディア接続ものである。このアプリは、AndroidおよびIOS

プラットフォームをサポートしている。主な機能はツアー管理、 情

報検索、ツアーガイドとの交換、 参加済みツアー参照、フィードバ

ック送信、観光客向けの別ユーティリティでオンライン買い物を体

験することである。

- ツアーガイド用アプリは、マルチメディア接続アプリケーション

であり、AndroidおよびIOSプラットフォームのサポートアプリケー

ションである。主な機能はツアー管理、情報検索、観光客との交換

、 フィードバック送信である。

プログラミング言語: C#、Javascript、HTML, CSS

技術とフレームワーク: Web API、.NET core、Sql サーバー、 

Entityフレームワーク、AngularJS、ReactJS
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期間：2018年11月～2019年3月
プロジェクト情報：

クラウドストレージと処理技術を適用
して、アラーム信号を受信して  ユーザ
ーのモバイル端末に信号を配信する
IoTアプリケーションを構築する。

プログラミング言語：NodeJs、

Asp.Net、Java (Android)、 
Html/Css/Javascript

技術とフレームワーク：Raspberry PI

、 WebAPI、 Socket、 MongoDb、 
Android SDK

SITMO
IoTアプリ

7完了した

プロジェクト

お客様：ベトナム（Biin株式会社）

期間：2019年6月～現在

規模：30人月

プロジェクト情報：

医療記録を保存し、1つのアプリで他の

多くの医療サービスを使用できるベト

ナム人ユーザーに向けアプリである。

プログラミング言語：

C#, React-Native、

Html/Css/Javascript 

技術:.Net Core、SignalR、

ReactNative、VueJS



7
IPT MAP
テレコムサービスマップシステム

7
R

完了した

プロジェクト

開発イアント：国内（Suc Song Moi 株
式会社）
期間：2017年8月～2018年2月
人月：16.5 
内容：

- Viettel、Vinaphone、Mobifoneとい

う3社の電気通信会社のテレコムサービ

ス品質をマップ上に表示させる。

- 測定キャンペーンを管理する。

- 動的レポートシステムを構築する。

プログラミング言語： PHP、

Javascript

技術とフレームワーク： SLIMフレーム

ワーク、MySql

32



3131

クライアント：国内（軍事情報技術研究所）

開発期間：2017年8月～2018年2月 

人月：24-25

内容：

- ベトナムの最大規模衣料品会社に向けての衣服電子商

取引システムを構築する（電子商取引ウェブサイト、注

文管理、コンテンツ管理とレポートのウェブサイトを含

む）。

- ユーザーがオンラインで製品を購買し、配送会社を選

択し、注文状態を確認し（ログイン有無を問わず）、返

品・交換することを可能にする。

- 管理者が注文とストレージを管理し、レポートし、顧

客管理出来るようにする（プロモーションキャンペーン

、マーケティングなどを含む）。

- 既存のオフライン小売システムとのやり取りを可能に

する。

プログラミング言語： C#、Javascript、HTML、CSS

技術とフレームワーク： Web API、.NET core、Sqlサー

バー、Entityフレームワーク、AngularJS、ReactJS

電子商取引
    衣服貿易システム

7完了した

プロジェクト

33



7完了した

プロジェクト

    ライブデータシステム

クライアント：国内（ベトナム）

開発期間：2016年4月

人月：2

内容:

技術：WebAPI、 Microsoft Office Add-ins

34

- デジタルボード、大画面、テレビ、PC、タブ

レット、または携帯電話上でビジネス情報を表

示するツールをビルドする

- Microsoft Excelファイル形式でデータを管理

する

DIGITAL BOARD



7

RIMA
  蒸留酒貿易システム
F

完了した

プロジェクト

クライアント：日本

開発期間：2017年10月～2018年４月

人月：13

内容:

- iOSとAndroid上動作する蒸留酒電

子商取引アプリケーションである。

- オンラインで製品を売買すること

を可能にする。

- 買い手と売り手とアプリケーショ

ンの管理者が相互にやり取ること（

チャット）を可能にする。

プログラミング言語: Java、 

Javascript、HTML/CSS、MySQL

技術とフレームワーク: Ionic、 

Spring Framework
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7

クライアント：国内（電気通信会社）

開発期間：2017年5月～2017年12月

人月：15

内容：

MYVTG
お客様の付加価値サービス

完了した

プロジェクト

36

MyViettelと同じようなモバイルアプリケー

ション向けのバックエンド開発プロジェクト

を開発する。 アプリケーションコンテンツ

管理を中心としたCMS開発をする。

プログラミング言語：Java、AngularJS、 

Javascript、Html/CSS

技術及びフレームワーク：Spring MVC、 

AngularJS 



7完了した

プロジェクト

V A 
  情報管理システム

UST
クライアント：国内（VUSTA）

開発期間：2017年12月～2018年2月

人月：10 

内容：

- VUSTA部署の監督下の組織や専門家の情

報管理システムである。

- 情報管理機能、レポート機能、各タイ

プのドキュメントをフレンドリーなイン

ターフェイスで提供する。

- 利用者対象：システム管理者、リーダ

ー、各部門のリーダー  とスタッフ、組

織。

プログラミング言語: Javascript、 

HTML/CSS、.NET、AngularJS

技術とフレームワーク：Web API、.NET 

core、Sqlサーバー、Entityフレームワー

ク、AngularJS

37



7完了した

プロジェクト

WEB SECURITY
セキュリティスキャンシステム

クライアント：国内（電気通信会社）

開発期間：2017年5月～2017年12月

人月：15

内容：

- 電気通信顧客向けの付加価値サービ

スである。

- ユーザが携帯電話番号情報を管理・

検索し、電気通信サービスを購入でき

る。

- 9ヶ国（モザンビーク、ラオス、カン

ボジアなど）に配備され、世界中で合

計1〜200万人のユーザーを抱えている

。

プログラミング言語：Java、AngularJS

、Javascript、HTML/CSS、Oracle

技術とフレームワーク：Spring MVC、 

AngularJS

38



7完了した

プロジェクト

LTICAST 
Windows Phone アプリ

A

クライアント：韓国

開発期間：2015年06月～2015年12

月 

人月：28

内容：

- Windows Phone上動作するVODア

プリケーション（ライブ動画配信

とテレビ視聴を可能にする）を開

発する。

- プレーヤーが暗号化された動画

でも再生できるように、暗号化さ

れたデータの復号化を可能にする

技術を開発する。

プログラミング言語： C#、WPF

技術とフレームワーク：オンライ

ンテレビデータの放送、Windows 

Phone、HLS、DRM

39



7完了した
プロジェクト

SE VIETNAM
  ウェブサイト

40

クライアント：国内（ベトナム）

開発期間：2015年11月～2015年12月

人月：6

内容：

ウェブサイト-studentexchange.vn

（国際学生へのベトナムにおけるイ

ンターンシップと募集プログラムの

紹介とプロモーション）の再構築と

再設計をする。

プログラミング言語及びフレームワ

ーク：PHP、 Javascript、 MySQL、 

Wordpress 



7完了した
プロジェクト

WATER RESOURCES
SOFTWARE

   管理システム

クライアント：国内（ベトナム）

期間：2015年8月～2015年11月

人月：16

内容：

- ハノイの水資源マップと統合された

水資源管理ソフトウェアである。

- エンジニア・専門家に向けて地下水

、地上水気象観測所に関する統計デー

タを提供することによって、ハノイの

水資源の包括的な管理を可能にする。

プログラミング言語とフレームワーク

：PHP、Javascript、HTML/CSS、SQLサ

ーバー

技術：MapServer、OpenLayer、Sqlサー

バー、Laravel、Leaflet、Bootstrap
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7完了した

プロジェクト

ELECTRICITY BILLING
  管理システム

42

クライアント：日本

開発期間：2016年4月～2016年10月

人月：30

内容：

- 建物、コンドミニアム、銀行、支店の電

力料金をメインモジュールで管理するWeb

ベースのアプリケーションを開発する。例

：マルチオブジェクト用のマルチデータベ

ース、 mesurer端末に直接接続されるコン

ピュータやプリンター等の端末管理、 自

動的なインポート・エスクポート・月次ダ

ウンロードデータ、電気料金と収益自動計

算。

- 収集したデータを送信するモバイルアプ

リケーションを開発する。

プログラミング言語及びフレームワーク：

PHP、Laravel フレームワーク、 

AngularJS 



7完了した
プロジェクト

TOC
  監視システム

クライアント：ブルガリア
開発期間：2015年12月～2016年1
月
人月：30 
内容:
- 社内のデバイスネットワーク
（PC、プリンタを含む）のパラ
メータと状態を遠隔で監視する
。
- 内部デバイスネットワーク以
内の端末の遠隔監視を可能にす
る（オン、オフ、再起動などの
操作を含む）。

プログラミング言語：C#、.NET、

t-SQL、Store procedure
技術とフレームワーク：Multi-

Threading, Windowsサービス、 

WCF、WIX、WPF、SQLサーバー
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7完了した

プロジェクト

TIMWOOK
  コラボレーションシステム

44

クライアント：国内（ベトナム）
開発期間：2016年5月～現在
人月：5+
内容:
- 毎日作業管理、プロジェクト及びチ
ーム管理を提供するSaaSシステムを開
発する。
- チームワークスピットのエンパワー
メント及び作業パフォーマンスを向上
させる。
- モバイル第一のアプローチ

プログラミング及びフレームワーク：
C#、Javascript、LESS、 MrGia&MT フ
レームワーク、 NoSql

技術: WebAPI   



FAB-EIS
  ビジネス管理システム

クライアント：PetroVietnam、 TC-
Pharma、 PTIC （ベトナム) 
開発期間：2011年06月～2013年6月
人月: 240
内容：

プロジェクト情報は下記通りである。

- 貿易や製造などの企業に向けての企

業管理アプリケーションである。

- 販売管理、経理、製造管理、人事、

システム管理などの主要機能を提供す

る。

- 現在、薬局、建設、石油分野の3社の

大手企業によって適用されている。

プログラミング言語: Java、Swing

技術とフレームワーク：Java Web 

Start、Sqlサーバー、EJB、iReport、
JBoss

7完了した
プロジェクト

45



7完了した
プロジェクト

クライアント：国内（ベトナム）

開発期間：2014年1月～2015年2月

人月：210 

OLYMSEARCH
  検索エンジン

46

Olymsearch.com は、ユーザが製品情報、価格、プロモーションについて検索すること

及び、小売業者が潜在的な顧客へアプローチして調べるのに支援するために開発された

検索エンジンである。

プログラミング言語及びフレームワーク：ASP.NET、 Gia さんのフレームワーク（

Siten 株式会社により開発された）

技術：Big Data、Indexing and Searching algorithmsビッグデータ、索引付けおよび

検索アルゴリズム 



Siten.WarmlyWelcome(You);

8お問い合わせ
電子メール: contact@siten.vn

ウェブサイト: http://siten.vn
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住所: 5階、LP12ビル、219トルン
・キン通り
イェン・ホア、カウ・ジャイ地区
ハノイ、ベトナム、100000




