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ベトナム人材採用・企業提携 体験記

2017年7月7日

株式会社ＮＩＣＳ

代表取締役社長 山根慎一郎

この話題の趣旨

海外展開などまったく考えもしなかった弊社が、な
ぜ外国人採用、海外取引、将来的な進出などを考
えるに至ったか、その体験を通して、皆様の参考
になることがあるのではないか。

海外展開などまったく考えもしなかった弊社が、な
ぜ外国人採用、海外取引、将来的な進出などを考
えるに至ったか、その体験を通して、皆様の参考
になることがあるのではないか。

ベトナムとのビジネス交流を通じて、ベトナムの国、
国民性、産業、教育についてその実態を知ってい
ただくことにより、今後ベトナムと交流する際に役
立てていただきたい。

ベトナムとのビジネス交流を通じて、ベトナムの国、
国民性、産業、教育についてその実態を知ってい
ただくことにより、今後ベトナムと交流する際に役
立てていただきたい。
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当社のご紹介：当社グループについて

⼭根グループ

⼭陽ウェックス
年商約5億円 社員数約70名

リネンサプライ
ユニフォームレンタル

新⽇本ウエックスの⼦会社
（オーナーは名古屋）

ＮＩＣＳ
年商約6億円 社員数約80名

ソフトウェア受託開発
（三井造船35% その他65%)

OA機器販売
(岡⼭県内主体)

⼭陽設計⼯業
年商約5億円 社員数約75名

機械設計
三井造船主体（売上の90%）

（役員も三井造船出⾝者が⼤半）

岡山県玉野市宇野１－１１－１

http://www.nics.ne.jp/

＜順路＞
JR宇野線： 宇野駅より 徒歩10分 or
バス ： 両備バス渋川方面行き

旭橋前下車 徒歩1分

宇野港土地ビルの4階です

当社のご紹介：所在地
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創立：1974年11月1日（創立43年）

資本金：2000万円

従業員数：74名
 システム本部 ：60名

 営業本部 ： 6名

 業務本部 ： 8名

 役員（非常勤含む）：5名 従業員数より除外）

業績 （単位千円）

男性：59名 女性：15名

平均年齢：41.1歳
（男性：42.7歳 女性：35.1歳）

平均勤続年数：14.9年
（男性：14.5年 女性：12.2年）

外国人社員：3名
（正社員：1名 出向社員2名）

期別 第39期 第40期 第41期 第42期 第43期

平成24年12月期 平成25年12月期 平成26年12月期 平成27年12月期 平成28年12月期

売上高 545,207 509,299 541,758 547,678 589,344

営業利益 24,685 21,636 11,092 9,745 2,388

経常利益 18,502 15,434 11,931 12,059 4,017

当社のご紹介：会社概要

基幹情報管理
システム

TO

ターミナルの情報を
一括管理したい

IGS
YPCSVP

Web
YOYP

インテグレーテッド
ゲート・システム

本船プランニング
システム

作業指示・荷役管理
システム

ヤード管理・プランニング
システム

コンテナターミナル
シミュレーション・システム

WWW情報照会
システム

コンテナ・トレーラー
配車システム

CTSS

当社のご紹介：メイン業務 ＣＴＭＳ
（港のコンテナを管理するシステム）
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当社はなぜ海外展開を考えたか

飛躍への第一歩として進出を
考える

• 地方IT企業は何もしなければ衰退する
のみである。

• 大企業のオフショア傾向に対応するに
は中小もオフショアを検討すべきである。

• 国内市場が縮小する以上、海外市場も
考えるべきである。

• 海外進出のハードルが下がっている以
上、布石を打つべきである。

飛躍への第一歩として進出を
考える

• 地方IT企業は何もしなければ衰退する
のみである。

• 大企業のオフショア傾向に対応するに
は中小もオフショアを検討すべきである。

• 国内市場が縮小する以上、海外市場も
考えるべきである。

• 海外進出のハードルが下がっている以
上、布石を打つべきである。

多様性こそ組織の進化を生み
出す

• 日本の外注先の縮小・質の低下。

• 地方といえどもグローバル社会に対応
しなければならない。

• モチベーションの高い外国人と仕事を
することは刺激になる。

• 顧客からの要請（英語のできる人材、
拠点展開）に対応する。

多様性こそ組織の進化を生み
出す

• 日本の外注先の縮小・質の低下。

• 地方といえどもグローバル社会に対応
しなければならない。

• モチベーションの高い外国人と仕事を
することは刺激になる。

• 顧客からの要請（英語のできる人材、
拠点展開）に対応する。

ベトナムの基礎知識 • 地域 東南アジア ASEAN加盟国

• 政治体制 社会主義共和国

• 経済体制 社会主義市場経済
（ドイモイ政策）

• 人口 約9,270万人(2016年）

• （平均年齢30.4歳）

• 民族 54民族 (うちキン族が85～90%)

• 首都 ハノイ 商業都市 ホーチミン

• 識字率 約96％

• 近世史 阮朝→フランス領→南北分裂
ベトナム戦争を経て統一

• 反中国

• 中国の属国であった。

• 中越戦争で中国を破った。

• 西沙諸島問題。

• ODAで日本は評価。親日国。

このイメージは、現在表示できません。

華僑を
追い出

した

日本→ハノイ 6時間
ハノイ→日本 4時間半
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ベトナム進出経過

訪越前

• 既にベトナムは進出は飽和状態だろう。

• 人件費は高騰しているだろう。

• 三井造船でベトナムの仕事をしているから行ってみるか。

岡山県産業振興岡山県産業振興
財団の視察団に

参加
（2014年）

• JETROで脅されるも、IT企業の進出は大歓迎される。

• 撤退も容易であり、海外進出の入門編には最適であるとわかる。

• まずはベトナム人を採用するところから始めようと決意。

新経済連盟新経済連盟の海
外エリート採用セ

ミナー参加
（2015年）

• 会員企業フォースバレーコンシェルジュの営業。

• ベトナム人エリート学生の採用方法を知る。

ベトナム進出経過

現地採用活動
（２０１６年）

• フォースバレーコンシェルジュとVCIアカデミー（老舗日本語学校）の２社を利用。

• ハノイ工科大学のHEADSPI（後述）に内定を出すも内定辞退！

• 理由：東京の会社にチャレンジしたい。

• ＶＣＩはＩＴ系学生が少なく、質も良くない。（新興勢力の侵攻）

ベトナム第2
CMC

ベトナム第2位の
ICT企業CMC社と

提携
（２０１６～２０１７

年）

• ＶＣＩの校長先生のコネで紹介される。

• 日本への進出を決めたばかり。

• 東京で選抜メンバーを留学させており、そこから１名出向採用。

• CMCの会長来日（国家副主席の弟）。たまの湯で裸にして接待。

• 追加でFPT大出の女の子（ＳＥ）をSkype面接で採用。

現地採用実施
（２０１７年）

• フォースバレーを使い、ハノイ、ダナンで面接。

• ベトナム国家大（ハノイ校・ホーチミン市校）、ハノイ工科大学（HEADSPI)、ダナン大（工科大学）の選り
すぐりのエリートのみ

• 日本語能力がやや劣ったのが幸いしてベトナム国家大学ハノイ校出を正社員採用。
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ベトナムの欠点（JETROで脅された事）

• 社会主義国家にありがちな賄賂社会。（政治力がものを言う）

• 富裕層は汚職や副業で豊になった官僚等。裏経済横行。（通貨信用薄い）

汚職社会である。汚職社会である。

• 法律がコロコロ変わる。

• 契約を守る等の概念が薄い。

コンプライアンスが無い。コンプライアンスが無い。

• 基本的に農業国で素材産業が少ない。

• 製造業の部品を調達するには隣接の他国から。

国内調達が困難。国内調達が困難。

• 華僑を追い出したので、商業が未発達。

• ODAがらみでないと回収困難。内需型企業の進出は困難。

マーケットが小さい。マーケットが小さい。

でもITは別です。
IT企業はぜひ来

てください！

ベトナム進出の利点

人件費は高騰しているがま
だまだ安い。
（ASEANでは下位 中国の6
～７割）

勤勉でまなぶ意欲の高い
国民性。

義理人情に厚く、個人主義
ではなく集団主義。

初等教育が高い。

（識字率96％ ストリートチ
ルドレンはいない）

高等教育発達。

社員旅行や会社の行事が
大好き（娯楽が少ない）。

• 必ず家族で夕食をとるので残業
は嫌がる。

凶悪犯罪が少なく、治安が
良い。
（犯罪はスリと泥棒中心）

100％出資が可能であり、
撤退がしやすい。

経済は安定的に発展中。

IT企業は人集めに苦労しな
い。高学歴の人材が容易に
集まる。
（但し超エリートは東京志
向）

高度経済成
長期の日本と

同じ！

高度経済成
長期の日本と

同じ！
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日系企業の声
（冨士ベークライト ナカシマプロペラ 住友重機械工業 パナソニック）

• 離職率は10～20％ 家庭優先主義

• 勤勉であり、女性は結婚しても70％が働く（女性が戦力）

• 通信インフラが充実していて、安い。（携帯電話普及率106％）

• 安い労働力はラオス、カンボジア、ミャンマーだが優秀な労働力を安く手
に入れるならベトナム。

• 事務関係の専門技能（総務・人事・経理）を持った採用は困難。

• IT技術者集めは容易。4人募集で200人応募。ハノイ工科大生等。

• 韓国資本が幅を効かせている（サムソン工場の5割はベトナム）

日本の常識を持ち込んでは駄目。
裏経済含めてそれがベトナム。

その国の歴史を理解して対等に接すること。

提携先企業ＣＭＣの紹介

ベトナムにおける第2位ICT企業

日本への進出は始めたばかり
８月に日本法人設立予定

設立日：1993年5月26日

資本金：37億7千万円

売上：182億9千万円

社員数：2,300名
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コアビジネス

IT製品生産・販売

CMC Soft
CMC Ciber

CMC SI HN
CMC SI SG

CMC INFOSEC

CMC Telecom
NET NAM

CMC P&T
CMS

システム統合 テレコムソフトウェア

• オフショアだけでなく当社製品のベトナムでの販売、ＣＭＣ製品
の日本での販売、三井造船のプロジェクトの協業などを視野に
いれている。

• 当社がベトナム法人設立の時にはここの下請けもする予定。

提携先企業ＣＭＣの紹介

ベトナムの大学事情（工学系）

• 大学進学率は３０%

• 日本ほど翻訳文化が進んでいないので、専門課程は英語での講義が多く、
英語を理解する学生が多い。

• プログラミングはJavaやC++など実践的な言語を利用している。

• 大学との提携は大学当局だけではなく、学部単位、教授単位でも行われる。

• 工学系有力大学
• ベトナム国家大学ハノイ校（工科大学）

• 最高学府。教育省ではなく首相直属のエリート養成機関

• ハノイ工科大学
• 教育省直下では理工系最高峰。HEADSPIプログラムはODAにより、入学時上位100番以内の

学生が入れる特別な学科。ODA終了後は日系企業（フランジア）が継続。

• ダナン大学（ダナン工科大学）
• 中部地区の理工系最高峰。ダナン工科大がダナン大学に吸収される。

• ベトナム国家大学 ホーチミン市校（ホーチミン市工科大学）
• ハノイ校と同じく首相直属。南部地区最高峰。

• ＦＰＴ大学
• ベトナム第１位のＩＣＴ企業ＦＰＴ社が創設したコンピューター専門の私立大学。

ねらい目
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外国人社員（出向）紹介

• DO DUC VIET
ド・ドゥック・ヴィエット

当社外国人社員第1号

ベトナム ＣＭＣソフトウェアソリューションズより出向

1990年生まれ 日本語能力検定N2

国立交通運輸大学 ＩＴ学部・ソフトウェア学科 卒
（卒業成績 良）

2015年～2016年
CMC選抜メンバーとして 青山国際教育学院 日本語科 留学

2012年～2014年
ルビナソフトウェアにて、プログラマーとしてオフショア開発に従事

第1号

外国人社員（出向）紹介

• CAO THI PHUONG MAI
カオ・ティ・フオン・マイ

ベトナム ＣＭＣソフトウェアソリューションズより出向

1993年生まれ 日本語能力検定N3
FPT大学 情報工学専攻 卒（卒業成績 優）

2015年 国立 九州工業大学 留学

2012年秋 2013年春・夏 2014年秋 2015年春・夏
優秀学生賞 受賞
2011年 Thanh Hoa州物理学コンテスト 準優勝
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外国人社員（正社員）紹介

•Mai Van Hien

マイ・ヴァン・ヒエン

当社外国人正社員第1号
1994年生まれ 日本語能力検定N4
ベトナム国家大学ハノイ校（最高学府）

工科大学 情報技術学部 卒 （卒業成績 良）

TOEIC 870点

正社員
第1号

ベトナム人社員（エリート）を雇ってみて

理解能力・技術力は極めて高い。理解能力・技術力は極めて高い。

• 大学で実践的なプログラムを学習しているので、すぐに即戦力になる。

• プログラムだけではなく、設計能力も高い。

向学心が高い向学心が高い

• 家で勉強する習慣。

物腰が非常に柔らかく、日本人との相性が良い。物腰が非常に柔らかく、日本人との相性が良い。

• 反面、外国人を雇っている気がせず、あまり刺激的ではない。

• とにかく気を遣ってくる。義理人情に厚い。

日本の食事が合う。日本の食事が合う。

• 三井造船の給食弁当もバクバク食べる。

但し、これは北部・中部のベトナム人の特徴（特に中部は貧しいので粘り強い）で
あり、ホーチミン等の南部は東南アジア的で仕事がゆるいと言われる。
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新たに知った事

• 関税はオンラインでやればかからないが、著作権移譲の源泉徴収がかかる。

• ベトナムと日本は租税条約を結んでいるので、事前申請で10%

オフショアには源泉がかかるオフショアには源泉がかかる

• 手続に複数の銀行が関わる

• 正規の価格だと約12,000円（取引行との関係で値引き有り）

海外送金手数料は予想以上に高い海外送金手数料は予想以上に高い

• 高度技術人材の在留資格審査には膨大な資料が必要。

• 在留資格審査２カ月、VISA発給１～２週間

入国までに時間と手間がかかる入国までに時間と手間がかかる

• 日本企業からも学生からもお金をとっている。

• 金額の総額で判断する必要がある。

日系仲介業者の搾取の実体がある日系仲介業者の搾取の実体がある

• 女性が強い。女性の社会進出が進んでいる。

• ベトナムの警察は世襲

• 偏見的な差別も存在する。

独特の文化的背景が存在する独特の文化的背景が存在する

まとめ

• ベトナムは海外進出の入門編には最適である。

• ベトナム人（北部・中部）は日本との親和性が高い。

• まだ地方中小企業でも進出やエリート採用の余地がある。

• 天皇陛下の訪越以降、親日国であるベトナムとの関係は強
化される。

• ベトナムは狭い社会。市場もまだ小さい。その分可能性が
高い。

せっかく採用した人材や人脈を生かすためにも、またベトナム市場の可能性
を考えても、ベトナム法人の設立を数年先には目指したいと思っております。

ご清聴ありがとうございました。
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付録 ベトナム風景

ダナン

付録 ベトナム美女


