
スクーティー社のサービスのご紹介

- ベトナムのグローバル開発 -

弊社はPHPに特化したベトナムのグローバル開発サービスを提供しています。

 優秀なベトナム人エンジニアでチームを組み、安価で高速な開発体制を作りましょう。

CONFIDENTIAL



日本では将来、IT人材が確実に不足します。経済産

業省によると、2030年までに不足数が78.9万人にも

のぼると言われています。

今後益々、日本国内でのエンジニア採用やアウトソー

シングが難しくなることは確実です。

その対応策として、「グローバル開発」をご提案差し

上げるのが本ドキュメントの主旨になります。

はじめに
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2015年に株式会社スクーティーとScuti Co., Ltd.を創業。ベトナムとのグローバル開発事

業や、東南アジア市場向けスタートアップなどの事業を推し進める。

前職の株式会社セプテーニでは、広告関連システムの開発にプレーイングマネージャーと

して携わる。2012年からベトナムに渡り、Septeni Technologyの立ち上げに参画。現地代

表として3年で50人体制を作り上げる。

この時期に、グローバル開発の難しさを実感しつつも、ベトナムの開発者の優秀さに未来

を感じ、彼らに「オフショア開発」以外の機会を作りたいと考える。

現在は、ベトナムのエンジニアに、エンジニアの価値とは何か、プロダクトを作る難しさとは

何かを伝え続け、ベトナム発世界的なスタートアップ、起業家排出企業、スクーティー・マ

フィアの組成を目指す。

創業者　掛谷　知秀
CEO & Founder - Tomohide Kakeya
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会社概要
About us

［日本法人］株式会社スクーティー

［ベトナム法人］Scuti Co., Ltd.

商号

［日本法人］福岡県福岡市中央区大名2-4-22 新日本ビル3F

［ベトナム法人］17th floor, MD Complex Tower, 68 Nguyen Co Thach, Nam Tu Liem, Ha 

Noi, Vietnam

住所

2015年11月

設立

・ラボ開発サービス

・事業共創サービス

・ベトナム人エンジニア紹介サービス

・ベトナム進出コンサルサービス

事業内容
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グループ会社

[住所] 東京

[事業] スマートフォンサイト企画/開発。WEBサイト企画、制作。

　　　WEBアプリケーション企画/開発。

バイタリフィ
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[住所] ホーチミンシティ

[事業] Web系システム、アプリケーション・ソフトウェア、

　　　業務系システムなどのオフショア開発。

バイタリフィアジア

[住所] 東京

[事業] AIメディア企画／開発

アイスマイリー

[住所] 東京

[事業] Webデザイン／制作

トラム



CONFIDENTIAL

主要メンバー
Core members
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人事、経理、総務、法務を担
うバックオフィスチームのマ
ネージャー。人事面では、優
秀な人材を採用するための
戦略を立案、実行。組織文化
形成に貢献し、メンバーや
チームをモチベートすること
が強み。

プログラミング、業務分析、シ
ステム全体設計、プロジェクト
マネジメントなどに強み。プロ
ジェクトマネジメントやWEB/
モバイルアプリケーション開
発の経験が豊富。

ソフトウェアの品質管理の経
験が豊富で、この分野に関し
て強いコミットメントと情熱で
業務にあたる。コンピュータ
サイエンスとMBAの学位を保
有しており、その知識を業務
に活かす。



技術領域
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御社

サーバサイドプログラミング クラウドサービス

OS / DB

フロントエンドプログラミング ツール類



ラボ開発サービス

事業共創サービス

 優秀なベトナム人エンジニアでチームを組み、安価

で高速な開発体制を作れます。

御社と新しいサービス、ビジネスを「共創」いたしま

す。

エンジニア紹介サービス

ベトナム進出コンサルサービス

日本で働きたい、ベトナムの優秀なエンジニアをご

紹介いたします。

グローバル開発やベトナムへの法人設立をスムー

ズに進めるためのお手伝いをいたします。

サービスのご案内
Our services
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ラボ開発サービス
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 優秀なベトナム人エンジニアでチームを組み、

安価で高速な開発体制を作れます。



開発部門の課題

● 業務が多すぎて人手が足りない。

● 人手がもっとあれば受注できるが、これ以上受けら
れそうにない。

● 業務を委託するにしても、委託先も手一杯で、委託
できそうにない。

IT人材不足の課題
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人事部門の課題

● 募集をかけても全然人が集まらない。

● せっかく内定を出しても、かなりの割合で辞退される。

● エンジニアの給与相場が高騰してきて、既存の給与
テーブルではいい人材を確保できない。

ラボ開発サービスが解決します！



ラボサービスとは、ベトナムにいるベトナムのエンジニアを仮想的に採用するような感覚で、チームを組成できるサービスです。

もちろん、人事査定や昇給、ボーナスは必要ありません。

ラボ開発サービスとは

ラボ開発サービスでIT人材不足の課題を解決
ラボ開発サービスを利用することで、IT人材の豊富なベトナムの、優秀なエンジニアで開発チームを組成できます。これにより、

日本のIT人材不足や人件費高騰の問題を考える必要がなくなります。さらに、開発リソースにかかるコストを固定費から変動費

にすることができ、日本の給与水準よりも低い価格で開発者のリソースを確保できます。
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● これからの日本に必要な、外国人と一緒に働くという経験を積むことができます。

● 英語を使う機会を作ることができます。

● リモート勤務に慣れることができます。

● リモート勤務に慣れると、リモート勤務を前提とした採用も視野にいれることができます。

安定的な開発リソースが得られるだけでなく・・・



NDAを締結

現状のシステム構成や必要なスキルセットの確認

チームを組成するにあたり、いろいろ情報をご提供いただく必要があります。そのために、まずはNDAを締結

させていただきます。

どのようなチームメンバーが必要かの検討に入ります。既存のアプリケーションの開発の場合は、ソースコー

ドやサーバへのログイン情報などをご提供いただくこともございます。

チーム組成、ご契約

キックオフ

リソースが空いている既存エンジニアからお選びいただくこともできますし、ご要望に応じて弊社が代行して

新規にエンジニアを採用することも可能です。人数が決まり次第契約となります。

ラボ開発が成功する鍵は、いかに一つのチームとして、同じ方向を向いてプロジェクトを進めることができる

かにかかっています。そのために、１度はベトナムに行っていただき、顔を見せ、ビジネスのミッション、ビジョ

ン、戦略などを語っていただきます。

ラボ開発サービスの始め方

1

2

3

4
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ラボ開発開始時の流れ
〜既存の社員でチームを構成する場合〜
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1. ご要望のヒアリング（２，３営業日）

2. チーム体制のご提案と、各チームメンバーのプロフィールのご提供（２，３営業日）

3. ラボ契約書作成、御社でのリーガルチェック、契約締結（１，２週間）

4. チーム関係者全員集まってキックオフ

5. 初期プロジェクト開始



ラボ開発開始時の流れ
〜採用から始める場合〜
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1. ご要望のヒアリング（２，３営業日）

2. ご要望に沿った採用チャネルの選定、募集、採用活動（２ヶ月程度）

※作業量に応じて、採用活動の事務作業分の業務委託契約を別途結ぶことがございます。

※通訳をアサインし、お客様が直接面接をご担当いただくことも可能です。

3. ラボ契約書作成、御社でのリーガルチェック、契約締結（１，２週間）

4. チーム関係者全員集まってキックオフ

5. 初期プロジェクト開始

6. （オプション）並行して現地法人登記し、登記完了した段階でチームメンバーを御社現地法人へ転籍



チーム構成例と価格感
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御社

プロダクトマネージャー

弊社

ブリッジ

エンジニア

（30%）

プロジェクトマネージャー

（30%）

シニアエンジ

ニア×１
ジュニアエン

ジニア×３
テスター×１

13.8万円 = 46万円 x 0.3

ブリッジエンジニア（30%）

13.8万円 = 46万円 x 0.3

プロジェクトマネージャー（ 30%）

35万円 = 35万円 x 1

シニアエンジニア  × 1

75万円 = 25万円 x 3

ジュニアエンジニア  × 3

22万円 = 22万円 x 1

テスター × 1

159万6千円（税別）

※1年契約の場合

月額合計



見込めるコストダウン効果
日本国内のアウトソーシングと比べて56％の費用削減

採用した場合の人件費と比べて13％の費用削減と、圧倒的なパフォーマンス
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PM: 24万円 = 120 x 20%

国内アウトソーシング ラボ開発 採用

Sr: 100万円 = 100 x 1

Jr: 240万円 = 80 x 3

PM: 12万円 = 60 x 20%

Sr: 50万円 = 50 x 1

Jr: 120万円 = 40 x 3

364万円

182万円

▼
56%

▼
13%

PM: 13.8万円 = 46x30%

Sr: 35万円 = 35 x 1

Jr: 75万円 = 25 x 3

BrSE: 13.8万円 = 46x30%

Tester: 22万円 = 22 x 1

159万6千円



事業共創サービス
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御社と新しいサービス、ビジネスを

「共創」いたします。



● 既存業務が忙しすぎて、そこから誰かをはがして、新規事業の立ち上げに専任をアサインす
る余裕がない。

● 会社から「何かできそうな事業探して、提案して」と言われ、予算はあるものの何をやっていい
かわからない。

● 事業計画は立てられるが、システム開発の経験がないので、サービスローンチまでどう進め
ていいかわからない。

新規サービス開発時の課題
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弊社と事業を「共創」しましょう！



事業共創サービスで新規事業開発を形にしましょう
事業共創サービスを利用することで、まだ形になっていない「要望」を、形あるサービスにすることができます。これは、我々自身

がスタートアップとして培った事業開発の経験と、数々のお客様とともに新しく作り上げてきたサービスの経験によって実現する

ことができます。
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事業計画作成 システム
要件定義

UI/UXデザイン システム開発

運用設計ベトナム国内の営
業／販売

ベトナム
ローカライズ

ベトナム
市場調査



NDAを締結

現状やご要望をヒアリング

チームを組成するにあたり、いろいろ情報をご提供いただく必要があります。そのために、まずはNDAを締結

させていただきます。

まずはヒアリングをさせていただきます。予算はおりているのか、会社や上司からどのように言われているの

か、次のマイルストーンは何か、どのような状況に持っていきたいのか、などです。

チーム組成、役割分担

ご契約

ある程度大枠と方向性が見えてきたところで、御社と弊社、必要に応じて外部のベンダー等を交えてチーム

を組成し、各々の役割を決めます。

やることが決まった段階でご契約となります。その後のアクションはヒアリング結果によって異なります。

事業共創サービスの始め方

1

2

3

4
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CONFIDENTIAL

主な実績（自社サービス）
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要件定義、システム設計、サーバ構築、プログラミング、テスト、リリースまで全てのフェーズを担当（自社
サービス）。典型的な LAMP環境で構築しており、PHPのフレームワークはLaravel、サーバはAWSで構築。

使用した主な技術 PHP, Laravel, PHPUnit, MySQL, Angular.JS, AWS (EC2, S3, SES, CloudWatch), Circle CI

担当したフェーズ 事業計画 要件定義 UI/UX
システム
開発

ベトナム
市場調査

ローカライ
ズ

ベトナム
営業

運用設計

採用プロセスを管理、自動最適化するアプリケーション。東南アジア向けのサービスで、まずはベトナムから
提供を開始している。市場調査、ユーザーインタビューと言った上流の調査、必要な機能の選定、ユーザー
インターフェイスの設計等上流も全て担当。

使用した主な技術 PHP, cakePHP, MySQL

担当したフェーズ 事業計画 要件定義 UI/UX
システム
開発

ベトナム
市場調査

ローカライ
ズ

ベトナム
営業

運用設計



CONFIDENTIAL

参加したスタートアップ系イベントの一例

● Jul 2016 Tech Source Summit 2016 in Bangkok

● Jul 2016 Fukuoka City / Auckland City Sister City 30th Anniversary Pitch Event

● Jan 2017 Fukuoka Startup Global Challenge

● Jan 2017 Tere Estonia! Tere Startup!!

● Jun 2017 HATCH! Acceleration program

● Jul 2017 Startup Thailand

● Aug 2017 Organized Fukuoka prefecture inspection group

● Jan 2018 JETRO Navigate Hanoi

● Jun 2018 Startup Thailand

● Jun 2018 Tech in Asia Singapore
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56

まだベトナムがフランス領で、日本はフランスと友好国だった頃の話。
ベトナムの革命家ファン・ボイ・チャウはフランスから独立を果たすため、日本に支援を働きかけるが断られる。

そんな中、医師の浅羽佐喜太郎が個人的にファンを支援し、友情を育むという話。
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「今は日本とベトナムは、表立って協力することができないが、近い将来、手を取り合って協力し合える日が必
ず来る。その日のために乾杯しましょう。」と乾杯するシーン。

日本とベトナムが手を取り合って協力する時代、それはきっと「今」だと思います。



日本のために、ベトナムのために、
そして、御社のビジネスのために、

お仕事をご一緒できることを楽しみにしています。

http://www.scuti.jp/
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株式会社スクーティ／Scuti Co., Ltd.

http://www.scuti.asia/

https://www.facebook.com/scutiasia/


