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オリエントは違います1

オリエントでは、ソフトウェア開発をしています。お伝えしたいことは、これに尽きます。私達は「ダイナミックなビジネスソリュー

ションにシナジーを与え」たり、「中核的な競争力を高めるためのベストな手法を活用」したりはしません。私達は、良いソフトウ

ェアを開発するのみです。

私達のチームはヴェトナム人、スカンジナビア人、アメリカ人と多岐に渡っています。私達は開発者であり、設計者であり、デザイ

ナーであり、アナリストであり、またプロダクト評価担当であり、プロジェクトマネージャーであり、そしてコーヒー中毒です。

私達はチームです。ともに働き、ともに出張し、そしてともに助け合います。

オリエントの業務は多岐にわたりますが、私達は何よりもまず、プロフェッショナルなソフトウェアサービスを提供することに尽

力しています。私達はお客様とお仕事をご一緒させて頂きたい、そして、お客様も私達とお仕事をされるのを楽しんで頂ける、そ

う確信しています。
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アウトソーシングをお考えになる上で、オリエントをお選び

になる理由はたくさんあります。でも、そのすべてをリストア

ップするには丸一日かかってしまいますし、お客様がお忙し

いのも重々存じ上げています。ですから、その要約バージョ

ンをお伝えします。

まず、私達には充分な経験があります。１０年もの間、私達

は常にグローバルIT市場を牽引し、この市場が拡大、発展し

ていく中で何が機能するのか（しないのか）を見極めてきま

した。新しいテクノロジーや技術を見聞きされても、私達は

根っからのテクノロジーマニアですから、恐らくマスター済

みでしょう。

オリエントを選ぶ理由2

私達は確実です。私達のビジネスは、お客様が他では見つける

ことの出来ないカスタマーサービスの提供の上に成り立ってい

ます。 私達は大口をたたいたり、守れないお約束をしたりはい

たしません。既存のお客様が私達を信用して下さるのは、私達

が責任をもって仕事をしているからです。これが私達のやり方

です。

私達のサービスは良心的です。ヴェトナムに本社を置くことで、

私達は最高品質のサービスを他では提供出来ない低価格でご

案内しています。最高の価値をご提供することこそが私達の信

条です。

２０１５年、クッシュマン・アンド・ウェイクフィールドのレポートでは、BPO（業務の外部委託）先としてヴェトナムがランキング

のトップに選ばれました。これは深い知識に基づいた計画性と甚大な努力による結果です。ヴェトナムはコスト面での利点、そし

て教育やインフラへの積極的な投資が実を結び、このところヴェトナムはランキングを上げていました。

オリエントは、この利点をお客様が活用されるのに申し分のない環境にあります。私達は、海外のお客様と、経験、才能ともに豊

かで賢いヴェトナム開発チームとの懸け橋です。私達が今まで積み上げてきたものを、今度は今これを読んでいらっしゃるお客

様にお届けしたい、そう考えています。

過去１０年に渡り、ヴェトナムはアウトソーシング市場として密

かに、そして着実に評判を得てきました。

そして今日、次のステージへステップアップする時が来ています。

なぜ、
ヴェトナム？
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私達の自負3

オリエントは柔軟です。お客様のニーズに合わせて、ご提供するサービスをオーダーメイドいたします。今まで積み上げてきた経

験から、私達はアジャイル手法が最も有効な場合が多いことを学びました。私達はスクラムを選択メソッドとしています。・・・と

はいえ私達はフレキシブルですから、もしお客様がRUPやウォーターフォールをお好みであればもちろん対応いたします。プロ

ジェクトの規模に関わらず、私達は簡潔、そして確実にプロセスを進めます。

話し合い

お客様に私達の手法をお知り頂き、私達はお客様のゴールを

理解する―プランニングの始まりです！TFSやRedmineなど

のプロジェクト・マネジメント・ツールを活用し、プロジェクト展

望、コスト、期間をマッピングいたします。これは全てを正しく始

めるための、お客様と私達の共同作業になります。

デザイン

次はソリューションです。ここは私達が最も熱くなるところです。

私達の中のマニア性が突き進むままに、Axure、Balsamiq 、

Visioといったツールを使用しつつ、お届け出来得る限りの最

高のソフトウェアを作り上げます。もちろんお客様には逐次状

況をアップデートしていきます。この目処がつく頃には「ワイヤー

フレームが」「機能的なワークフローとは」などなど、お客様も

確信をもってお話しされるようになることでしょう。

展開

そしてついに・・・終了です！お客様のお手元には真新しいソ

フトウェア。私達はインストール、設定を行います。ご要望に

応じて継続的デリバリーを適用し、展開プロセスを合理化

することも出来ます。

開発

実際には、ここは二段階に分かれます。というのは、開発という

のは「戦い」の半分でしかないからです。そしてもう半分は（これ

が同じぐらい重要なのですが）検証です。私達はこれを何度も

何度も繰り返します。開発、そして検証。検証、そして開発。確か

な品質を保証するために、私達は開始段階から自動ビルドプロ

セスを使用しています。これらは全てドキュメント化しますので、

後からコードの変遷を確認することも可能です。
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オリエントは.NETプラットフォームの大ファンです。私達はマイクロソフト認定のゴールドパートナーであり、これまで.NET研究

開発に血も、汗も、涙も注いできました。 理由は、

そして・・・これまでに申し上げたように、私達は柔軟です。私達の多分野にわたって他の追随を許さない専門性を、他のプラット

フォームだけでなく、.NETでもお届けいたします。

コストの削減。オープン・ソースのコンポーネントやサード・パーティーのツールを可能な限り使用するのは合理的

です。

優れた品質の確保。ユニット検証とReSharperなどの自動リビュー・ツールのおかげで、お客様は一流の製品をわ

ずかなコストで手に入れることが出来ます。

そして最大の生産性！継続的な統合プロセスはTeam FoundationビルドとJenkinsを使用しています。結果はも

う申し分のないものです。

1

2

3

ウェブ・アプリケーション

品質保証

ウェブ・サービス デスクトップ

UIコンポーネント データアクセス セキュリティー

分散アプリケーション プロダクト

スマートに働くということ
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サービス4

オリエントの社員はいろいろなことに長けていますが、特に

ソフトウェアのカスタム開発

ウェブ・アプリケーションの開発？出来ます。モバイル・アプリケーション開発？も

ちろんです！データベース開発？・・・もう、お客様は答えを想像されていますね。

ソフトウェア検証と品質保証

オリエントでは、少し神経質過ぎるぐらい細部に注意を払っています。お届けの

品は全て、要求条件やスペックがご期待にそったものであることを保証するべく

、細かくチェックされています。全部、すべてです！長い目でみて、その手間に見合

うものがあるのです。

開発サービス

製品リサーチ。概念実証。UIプロトタイプ。避けようのない最終段階での機能変

更、ひるんでしまうような膨大なエンハンスやメンテナンス業務。お客様自らの手

で乗り切るのも不可能ではないでしょう、けれども決して楽しい作業ではないで

すね。ぜひ、オリエントにお手伝いさせて下さい。

エンゲージメント・モデル

お客様がアウトソーシングを発注されるのが初めてでしたら、念には念を入れて

、とお考えになることでしょう。 私達の専門チームは固定価格で一定期間、お客

様をサポートいたします。比較的大きなプロジェクトの場合は、オフショア開発セ

ンターという選択肢もあります。ビル一つ、たくさんの人々がお客様の為に動くの

です。本格的な業務拡張の場合はビルド、オペレート、トランスファー。お客様の

ファシリティーをヴェトナムに、ゼロから立ち上げることも出来ます。
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私達は様々なバックグラウンドの人々を採用し、チームを作り上げてきました。中には都市育ちもいますし、海辺で育った者も、

地方出身者もいます。 その中には、私達のチームに加わるまでとても困難な人生を送ってきた人もいます。彼らに触発され、私

達はヴェトナムの不遇な若者達に新しい可能性をもたらせるよう、尽力してきました。

企業としての取り組み（CSR活動）5

グリーン・バンブー・ウォーム・シェルター

グリーン・バンブー・ウォーム・シェルターは、両親からネグレクト、虐待、遺棄された男の子２０人が暮らす家です。そのほかに、

その地域コミュニティで２５人の男の子達も支援しています。オリエントのスタッフは資金を工面し、全てが完備されたITトレー

ニングセンターをこのシェルターに立ち上げました。子供達がゆくゆくは自立して生活し、自分自身に自信を持てるように、毎週

日曜日朝、彼らは男の子達のメンターとなりコンピュータスキルを教えています。

リトル・ローズ・シェルター

リトル・ローズ・シェルターは、ヴェトナム社会で最も弱い層、すなわち性関連の人身売買や搾取に苦しんできた12歳から18歳

までの女子のための避難施設です。グリーン・バンブー・ITセンターの成功にヒントを得、 オリエントのスタッフはリトル・ローズ

にもセンターを立ち上げました。彼らはRMIT大学のボランティアと協力しながらそれぞれに合ったレッスンを行い、安全な場

所でスキルを習得出来る環境を提供しています。

サイゴン社会・職業統合プロジェクト

サイゴン社会・職業統合プロジェクトは意欲的な支援プログラムで、ストリートチルドレンにカウンセリング、法的サポートやリ

プロダクティブ・ヘルスに関する援助をしています。また、面接指導や職業相談を提供することで、彼らが職に就く援助も目標と

しています。 オリエントは助成金を通してプロジェクトを支援し、今後の発展と成功にコミットしています。
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クライアント6

オリエントのお客様はスタッフ同様、多様です。私達はこれまで、学校、医療施設、銀行、工場、出版社や物流企業にソフトウェア

を提供してきました。あまり共通点がないように思われますか？確かにその通りです。ですから、オリエントは個々のお客様に、

それぞれのサービスをテイラーメイドしているのです。

私達はこのような分野のお客様とお仕事をご一緒させて頂くことを楽しみにしています。

教育 金融 医療

物流 製造業 メディア

非営利 旅行業 人事
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オリエントは品質保証を真剣に考えています。とても真剣にです。どのプロジェクトにも企業としての名前をかけていますから。

ですから、プロジェクトが成功するようすべてのステップを確実に進めています。

私達は、プロジェクトの開始から終わりまで滞りなく楽しいものとなるよう、尽力しています。お客様もオリエントとお仕事をさ

れることをお気に召されると思います。私達は仕事の品質を誇りにしています。お客様にも、誇り、自信、最高のパートナーと仕

事をされているという安心感をお感じ頂けたら幸いです。

品質と自信7

リスクの緩和

私達は真剣に安全性に取り組んでいます。私達のオフィスには

警備員がおり、また指紋認証システムを導入しています。私達

の知的財産、アプリケーション、ネットワーク、そしてシステムの

全ては高度に安全なネットワークアーキテクチャによって守ら

れています。一番大事なものを守ることにおいては、手抜きはい

たしません。

オープンなコミュニケーション

オリエントでは、「透明性」には単なるキャッチフレーズ以上

の意味があります。すべてのプロジェクトにスクラム・マスタ

ー（お客様との連絡窓口）を置いているのはそのためです。

スクラム・マスターは英語に堪能で、私達の「現場での」目と

なり耳となり、お客様のニーズが満たされていることを逐次

確認していくのが役目です。

進行状況のモニタリング

私達は片時もプロジェクトから目を離したくありません。お客様

も同じようにお感じでしょうか。私達はタスクとリソースすべて

にアクセス可能でリアルタイムでアップデート出来る自社ツー

ルを開発しました。私達は常にそれを確認しており、お客様にも

お勧めしています。

プロジェクトの変更

スペックや必須条件が最初から最後まで全く変わらない、

そんなプロジェクトに私達が出会うことはあり得ないと私

達は考えています。人生、特にソフトウェアの開発人生には

予期せぬ変更というのがつきものですから。私達は準備万

端です。
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