クライアン
ト 企業

ようこそ！

オフショアを
選ぶ理由

BAPの技術⾰新にリミットは存在しません。
BAPの差別化?

⾰新的なパートナーになりましょう！
提供サービス
開発事例

お問い合わせ

BAP (Be Advanced Partner! )
良いパートナーになりましょう！
BAPは常にクライアントとスタッフを⼤切にするため、情報共有を
徹底し、最先端技術を活⽤した良いプロダクトを開発します。 BAP
のビジョンは技術⾰新で世界に貢献することです！パートナー 企
業であるBAPと連携し、⽇本の⼤企業ブランド向けに、英語圏の
国ではスイス、オーストラリアなどへ、多数のソフトウェア サービ
スを開発しています。

証明書

フェー⽀社

Partner
Network
T E C H N O LO GY PA R T N E R

BAP IT CO JSC

(株)BAP JIL JAPAN

本社

東京本社

ベトナム、フェ市、
Vinh Ninh区、
Li Thuong Kiet道

ベトナム、ダナン市、

東京都中央区 ⽇本橋

28番、

Hai Chau区、
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HCCビル 5階

Quang Trung道 81番

ビル5階

ベトナムニュース エー
ジェンシービル 10階

ホーチミン、

⼤阪拠点

ベトナム17F, タワーB,

⼤阪市中央区 本

Viettel Complex ビル,

町4丁⽬2-12 東

Cach Mang Thang

芝⼤阪ビル8階

Tam道 285番, 地区 10,
HCM 市

⽇本 03-6280-4268

ベトナム (+84 ) (236) 656 5115

service@bap.jp

Contact sales@bap.jp

01

What we can
BAPの提供サービス

1

ITソリューション

コンサルタントを通じてお客様の抱える課題を分析し、システムの設計から構築、運営に⾄るまで⼀貫した
ITソリューションを提供します。

コンサルタント

2

分析

設計

構築

運営

ソフトウエア開発サービス

ブロックチェーン開発

アプリケーション
ウェブサイト開発

BIG DATA

03

AI ・IOT開発

SAP・ERP

ビジネスアプリ開発

ゲーム

スタートアップへの技術⽀援

ベトナムで成功しているスタートアップ企業の多くを⽀援しております

Contact sales@bap.jp
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What we made
Spots nearby

Similar Properties

LIVE配信アプリ

仮想通貨取引所システム

デートマッチングアプリ

ユーザーは誰でも動画を作成・編集

無料通話・ビデオ通話・チャット、

⾃動マッチング、お勧め機能など多く

したり、 リアルタイムでのLIVE配信

友達申請・グループチャットなど⾮常

の優れた機能が開発されています。

ができます。他の⼈をフォローして

に豊富な機能を含んでおり、

アプリを活⽤することで、⾃身の

動画やLIVEを⾒て、課⾦アイテムなど

コミュニティ形成や商品販売、送⾦

プロフィールに0.1%単位で⼀致するお

を配信者に使うことも可能です。

システムなどあらゆる機能を追加する

相⼿を簡単に⾒つけ、チャットを

ことが可能です。

楽しむことができます。

占い サイト

Screw Factory

EC サイト
好みのデザインで簡単にショッピング
モールやECサイトをオープンすること
ができます。管理画⾯には顧客管理、
商品管理、販売管理などといった様々

BAPオリジナルゲーム
占い師とクライアントをマッチング
し、チャット、ビデオ、通話を通じた
新時代の占い体験が可能となります。

デザイン性に優れたUnityで構築した
3Dゲームです。プレイヤーが楽しめ
るように、様々なスタイルの巨⼤なオ

な機能が含まれており、お客様の要望

ブジェクトを提供しています。 リリ

に応じて複雑な仕様でも、柔軟に対応

ース直後、アメリカのトレンド ゲー

が可能です。

ムトップ100にランクイン しました。

⽇本 03-6280-4268

ベトナム (+84 ) (236) 656 5115

service@bap.jp
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What we made

SMART ANIME

SMART FASHION

AIがWEB上のあらゆるイラスト情報

試着室に⾏かずに⾃分の

を集めて合成することで、⾃動的に
キャラクターのイラスト画像を 作
成します。

仮想通貨取引所システム
プロ向けチャート、紹介システム、
売買ツールなど⾼機能な取引所 シス
テムです。

Coin Field MANA 仮
想通貨資産管理アプリ

コーディネート画像を作成できます。

仮想通貨の取引所にアクセスし、取引所

写真をアップロードし試着したい

内の⾃分の仮想通貨資産を⼀括管理

アイテムを選ぶと、たったワンタップ

できるアプリです。チャット機能や複数

でAIが結果を出⼒します。

チャートの表示機能も含んでいます。

Smart-eLearning
ビデオ、PDF、WORDなどを教材として
簡単にアップロードし、共有できるのは
当たり前で、それにライブ授業、テスト、

ERPパッケージ
企業の基幹業務を⼀貫としてサポート
します。営業業務、⼈事業務、採⽤

フォーラム、WiKi、 課題などの インタラ

業務、製造業務、在庫管理業務、購買

クティブなコンテンツも可能 です。パッ

管理業務など、各部署の業務体制に

ケージ形として設計される ので、お客様

応じて効率良く業績をあげるように

のニーズに簡単に カスタマイズできて、
柔軟性が⾼いです。

⽀援します。

Contact sales@bap.jp
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Company
株式会社BAP は、
東京・⼤阪、ダナン・フエ・ホーチミン（ ベトナム）にオフィスを構えるオフショア開発企業です。当社の最⼤
の特徴は、最先端技術にも対応できる⾼い技術⼒とプロジェクトを遂⾏するマネジメント⼒にあります。
その技術は、AI開発、ERP開発、ブロックチェーン開発、スマートフォン・アプリ開発、WEB開発、ゲーム開発などの幅広い
アプリケーション開発を可能にしています。特にブロックチェーン技術 については、スマートコントラクト＆取引所開発の分野で世界
的にリードしており、ICO、新規仮想通貨(独⽴コイン)、仮想通貨取引所などの分野において数多くの開発実績を誇ります。ゲームの
分野においては、設⽴6年⽬のゲーム会社を傘下に収め、常に先進的で⾯⽩いゲームのリリースを⽬標としています。プロジェクト 初
期段階でのアイデア出し・企画提案も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

VISION

FEATURE

BAPは技術⾰新で世界に貢献します！

BAPグループでは、お客様にイノベー
ションを取り⼊れたプロダクトを提供
します。 テクノロジーイノベーション
は我々の⽣きる環境、社会に⼤きな影
響を及ぼすと私達BAPERSは強く信じ
ており、⽇々向上⼼を努⼒を続けて
います。

TEAMING

・⾼い技術⼒ ・先端
技術にも対応
・プロジェクトの確実な達成
・速い納品

株式会社BAPでは、部⾨・部署ごと、お
よ び進⾏プロジェクトごとにチーム編成を
⾏ い、１⼈１⼈の⼒を最⼤限発揮できる環
境 を整えています。
⽇本⼈スタッフ4名・⽇本語スキルの⾼い
マネージャー兼シニアエンジニアや通訳担
当者の他、顧客相談担当となる⽇本企業 パ
ートナーも複数社提携しており、⽇本語 で
のサポート体制も充実しています。

Members

ダオ

ゴック

タィン

グエン

チュン

クアン

CTO

ダン

スアン

トン

代表取締役社長

BAP SOFTWARE 代表取締役社長

BAP SOLUTIONS 最⾼技術責任者

サイバーエージェントのアメーバー

ブロックチェーンとスマート コント

販売・在庫管理、不動産管理、GPS

ゲーム本部に勤務後、ベトナム版

ラクトの研究、開発、運営の 実績が

運⾏管理、環境・給排⽔、空調など

サイバーエージェントの夢を持ち、

豊富にあり、MLMボーナス 計算シ

処理の業務に関わる開発を経験し、

2016年に株式会社BAPを設⽴。 オ

ステム、WEB RTCを利⽤し た⾳声

またIoT,MachineLearning、インフラ

フショア開発以外にも⾃社のWEB

とビデオコールのSNSアプリ ソーシ

構築も数多く経験と重ねています。

サービス、ゲーム開発、アプリ開発

ャルゲームの開発と運営の 経験も重

などを積極的に展開します。

ねています。
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Company

ダナンオフィス

東あゆみ
お客様と開発チームをつなぐComtor
を担当しています。VR制作、BtoB向
け受発注システム、ブロック チェー
ン、取引所システム開発など 幅広い
案件に携わリます。

フ
エ
ブ
ラ
ン
チ

⼤
阪
ブ
ラ
ン
チ

⼤阪ブランチ パートナー ⽶澤遼

BAC(Business Alliance
Consortium) ⼤阪会
アプリ・Web開発のBrSE業務の 傍
ら、⼤阪府AI・IoT推進ラボ, IoT LT
OSAKA, DL LAB関⻄、⼤阪駆動 開
発など多くのITコミュニティと 積極
的に関わリます。

⽇本 03-6280-4268

ベトナム (+84 ) (236) 656 5115

service@bap.jp
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Customers’ Voices
お客様の声
株式会社 NTTデータNJK ⼩川様
要求に対するレスポンスの速さ、コミュニケーターの安⼼感が「BAPオンリー」です。
BAPの強みはものづくりに強さだと思います。また、それを実現するのはメンバーの多さでであり、メンバーの多
さがレスポンスの速さにも繋がっています。BAPは設計がある前提で製作するのは間違いなく速いです。テスター も
揃っているため、テストも⾃社できます。しかし、要求を分析して要件化するところはまだ改善点がありますね。
BAPは信頼できるパートナーなので、そこも含めた成⻑を期待しています。

IXIT株式会社

副部⻑ 杉本様

BAPを指名し続ける理由は、依頼した以上のパフォーマンスが返ってくるからです。
BAPとは約2年間の付き合いがあります。指名を続ける理由は、依頼した以上のパフォーマンスが返ってくること で
す。BAPの開発チームは主体的に修正を⾒つけて、より良いサービスにするための提案をしてくれます。私は彼ら を
パートナーというより同じチームの⼀員だと思っています。
これからも指名したいと思います。

株式会社メディオテック 代表取締役

松本秀守様

BAPはオフショアでよくある課題に対し、うまく対応できる体制をとっていると思います。
弊社の主⼒は再⽣可能エネルギー事業ですが、既存事業に関わらず毎年多くの新規事業に取り組んでいます。そん
な中、常に最先端技術を研究し、様々なサービスに適⽤しているBAPに好感を持ち、取引所システムの開発を依
頼することにしました。
新しいことを始める際、リスクや既存サービスとの差別化などの検討が必要ですが、BAPの経験豊富な専⾨家に
アイデアの段階からサポートしてもらいました。オフショア開発では、仕様理解や品質が課題になることは事前に
ある程度理解していましたが、BAPは上⼿く対応できる体制をとっているように思いました。例えば、開発段階
ではコミュニケーターとのこまめな連絡によって開発状況が把握できましたし、技術⾯は必要に応じてブリッジ
SEがサポートしてくれたので、出戻り修正などは最⼩限に抑えられたと思います。また、機会があればお願いし
たいと思います。

Archers株式会社 取締役

杉江綾希⼦様

BAPさんのすごい所は、⽇本⼈の仕事を理解している所だと思います。
BAPさんのすごい所は、⽇本⼈の仕事を理解している所だと思います。
⽇本の歳をとった男性経営者が好むようなキッチリとした対応も出来るぐらい、⽇本を知り尽くしてると思います。
なのでそういうアナログ企業からの仕事も受けれるような体制にされると、もっともっと需要があると思います！
私は今でも、単体テスト、結合テスト、保守運⽤が何をやるか全然分かっていません。
最初は本当に何も分からず、⾊々困りました。
そんな私とも忍耐強く付き合ってくれたダオさん、ミンさん、ロアンには感謝しています。
いつの間にか、BAPさんという会社のファンになりました。
これからも末永く宜しくお願い致します。

⽇本 03-6280-4268

ベトナム (+84 ) (236) 656 5115
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