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130社 304案件&
以上の開発経験を持ち、大幅なIT分野で開発しています。

お客様のビジネスに
技術力と柔軟性を持つ専属開発チームをご用意いたします。

「高品質な」開発なら VNEXT

/iOS)

チャットアプリ

162案件

81案件

55案件

6案件

vnext.co.jp
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音声処理

AI開発事例
多数開発実績

自然言語処理  |  18案件
データマイニング  |  20案件

画像処理  |  12案件
音声処理  |    5案件

コンサルティング・リサーチ・データ前処理・実装
全フローをフルサポート

様々な産業にAIソリューションを提供
業務効率化・医療・金融・営業支援・広告・教育・飲食・小売・不動産・旅行。。。
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独自で開発したAIエンジン 3

ベトナムAIトップ研究開発者
チーム4

BOTフレームワーク

予測分析プラットフォーム 音声認識・合成エンジン

画像認識エンジン

Female

・2014年に開催されるベトナムAI Hackathon 2014を優勝

・AI分野に豊富な経験があるエンジニアチーム

AI開発チーム

・2010年　Google Research Award Winner 
・2012年　東京大学　情報理工　博士課程終了
・2015年　サイバーエージェントAIラボ設立メンバー
            →人工知能・自然言語処理分野で10年間研究開発経験

AIリーダー



自然言語処理開発事例自然言語処理開発事例

01  CHATBOT・対話エンジン
金融・EC・小売り・旅行�様々な領域・分野にカスタマ
自動サポートシステム、旅行自動案内、チャットボットを
導入されている。

03   音声認識システム
音声認識システムは音声アシスタントだけでなく、ミーティング
時の議事録の自動作成、音声翻訳、ロボットとの対話等幅広い分
野で利用されており、また日々その精度も向上してきている。

02   医療の論文解析
医薬分野で、多数の論文から言語を理解し、そこから
薬の副作用など様々な情報をAIが抽出し、データ化し
ている。

04   議事録作成支援システム
議事録作成の一部をAIに任せ、
業務効率化の実施が可能となる。 

AI 議事録
AimeNext Demo

START



画像処理開発事例画像処理開発事例 35歳

32歳

ディープラーニング技術を活用することで、店舗に設置したカメラの
動画をもとに来店者数や来客の年齢・性別、店内の回遊状況などを解析・

可視化することができる。また、そのデータを利用して、効果分析し、
改善のポイントになる。

実店舗の顧客行動を可視化・データ化   01

画像処理と言語理解技術を利用して、様々の請求書・領収書などの画像
から文字を認識し、情報を抽出する。また、それをすべてデータして、

管理することができる。

スマートOCR   02        

動画中の特定領域に長さの基準を指定して、車両の速度を計測する。
車両の種類（バス、車、トラック）、速度、ナンバープレートを認識する。

交通管理システム  03

データマイニング開発事例データマイニング開発事例

顧客の電力利用料のデータを分析、利用ニーズの予測、顧客に
ベストプランを推薦する。

02  電力予測

病院の献立をAIで自動作成し、患者の食生活上での様々な制約
を満たせて最適化します。また、大規模患者数の献立から必要
な食材の発注書自動最適化、自動発行を行う。

03   献立自動作成・最適化

過去売り価格と為替レートや車種などに基づく価格予測システム。

01  中古車価格予測



WEB SYSTEM
APPLICATION

事例開発

日本人がリードする品質管理部

品質管理部が独立し、各プロジェクトを
監査する。

日本人がリードして、「日本品質」を
担保する。

・

・
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コミュニケーション能力
が高い2

3 日本法人がサポートする
・直接提案・発注・契約・支払など窓口としてお客様をサポート。
・日本常駐人材・お客様とオフショアチームの調整を行う。

4 多くの技術が対応可能

コミュニケーション品質監査日本人     
が在籍する。
全て日本語で対応する。
定例会実施、定期的な顧客満足度
アンケート。

・

・
・



WEBシステム
CRMシステム

情報管理・分析・可視化で、事業・戦略やプロセス
マネジメントでき、営業に欠かせないCRMシステム。

大量の文書データを学習したAIが、利用者の多様な
問い合わせに対して回答候補を抽出し、確信度に
基づいて提示する。

知識検索システム

車両品質検査システム

車両品質検定センターの車両を出荷する前のテスト
を支援するシステム。

インテリアを販売するECサイト。商品の検索・
ユーザーの会員録・ソーシャルネットワークの
一部の機能と合わせて開発する。

インテリアのECサイト

不動産システム

外国人向け不動産紹介サービス提供するウェブ
システム。

営業戦略を即時に各営業現場へ落とし込せるAI搭載
システムです。目的はCV数/CPA最大化・教育
コスト/期間の最小化すること。

スーパー営業システム



フィットネス
アプリ

ユーザーのスポーツ運動を
自動認識・歩数、距離、消費
カロリーの自動計算の健康管理
アプリ。インタラクティブを
高めるためにインターフェース
はUnity 3Dで開発される。

フォトブック作成写真印刷
アプリ

綺麗なフォトブックを作成
できるアプリです。写真
アップロード・編集・アルバム
管理・印刷オーダーなどの機能
がある。

ビジネスチャット 
ウェブ・スマホアプリ

保険管理
ウェブ・スマホアプリ

ビジネスパフォーマンスを最大化するセキュアな
設計、“AI・BOT”対応の次世代型ビジネスチャット。
文書入手・会議室予約など日常業務をも簡単に操作
できする。

自動車保険・旅行保険など８種類以上各種の保険
契約の管理システム。

仮想通貨管理
アプリ

仮想通貨管理のためのアプリ
を開発します。主に仮想通貨
取引の時に発生した税金を
管理する。

観光案内
アプリ

AR技術を用いた観光ガイドアプリ
です。GPSで目的地までナビ
ゲート、画面に浮かび上がる
エアタグでお店や観光地の情報を
取り出せる感覚的な使用感を
実現可能。

アプリケーション



VNEXT HOLDINGS 株式会社

VNEXT SOFTWARE(株)
開発専用

TomoChain Japan(株)
ブロックチェーン専用

VNEXT JAPAN(株)
日本窓口

AimeNext(株)
AI専用

設立：2008年01月         従業員数：300人（2019年4月時点）
代表取締役社長：トラン・グオク・ソン
拠点：ハノイ・東京・ダナン

VNEXT JAPAN と TomoChain Japan
� 〒101-0021 東京都千代田区外神田3-8-9　昌徳ビル7F
� 03-6811-6633

VNEXT SOFTWARE（ハノイ）と AimeNext
� 18, 19th Floor, C Tower, Central Point, 219 Trung Kinh Str, 
     Cau Giay Dist, Hanoi City, Vietnam

VNEXT SOFTWARE（ダナン）
� 3rd, Conroy Tower, 637 - 639 Nguyen Tat Thanh, 
     Thanh Khe District, Da Nang City, Vietnam

会社概要



顧客

VNEXT JAPAN株式会社
日本窓口

� 〒101-0021 東京都千代田区外神田3-8-9　昌徳ビル7F
� 03-6811-6633

�  お問い合わせはこちら  �
� sales@vnext.vn
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