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会社概要



所在地

ベトナムオフィス 
住所：No8, 272 lane, Thanh Binh Rd., Mo Lao Ward., Ha Dong Dist., Ha Noi, Viet Nam

日本オフィス 
住所：〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀2丁目1－1江戸堀センタービルB1F

事業内容

・Webアプリケーション開発 
・アプリケーション開発 
（ネイティブ、Flutter、Xamarin、React Native） 
・AI、AR,VR、WEB3



Goテクノロジーで
Create�the�future�with

未来 を創る
nologytech



GoTechとは T(technology)�E(executive)�C(creative)�H(human)�Lab

テクノロジーとクリエイティブ駆使してあらゆる業種業界のデジタル化を推進及び社会を前進させる

新規事業を考えている
事業成長をしたい

お客様
お客様

TECH�Lab

技術リソースの提供新規事業の開発実現

ビジネス
開発

デザイン



サービス⼀覧

開発 技術リソース提供



サービス概要

開発
アジャイル型,ウォーターフォール型でスマホからWEBアプリまで幅広く開発ができる。UIUXデザインなどビジュアル⾯もサポート可能です。

iOS�アプリ開発 Android�アプリ開発 WEBアプリ開発



サービス概要

プロジェクトマネージャー

エンジニア

エンジニアリソースの提供（ラボ開発）

エンジニア エンジニア

GoTech専属開発チーム

海外開発(オフショア開発)における契約形態のひとつ⼀定期間(半年年〜〜数年年以上)、特定のエンジニアを確保し開発チームを組成する契約です。�

会社/チーム

提供

お客様

プロジェクトマネージャー

エンジニア エンジニアエンジニア※エンジニア1名から提供可能です



何からはじめていいかわからない�

誰に相談したら良いかわからない�

誰にお願いしたら良いかわからない

開発の⾒積もりと⼯数を知らないの�

で何か⽉で作れて、どのくらいの費�

⽤がかかるのかわからない

MVPをするにはまずプロダクトを�

作らないと資⾦調達できない

課題：開発



何からはじめていいかわからない�

誰に相談したら良いかわからない�

誰にお願いしたら良いかわからない

開発の⾒積もりと⼯数を知らないの�

で何か⽉で作れて、どのくらいの費�

⽤がかかるのかわからない

MVPをするにはまずプロダクトを�

作らないと資⾦調達できない

課題：開発

全てGoTechが解決します。



エンジニアが⾜りない�

エンジニアの採⽤コストが⾼くて雇�
えない

もっとエンジニアを採⽤して開発ス�
ピードを上げたい�

エンジニアが会社に来てくれない

開発スピードを上げてアプリのクオ

リティを上げたい


もっと世の中に必要とされるサービ
スを提供したい

課題：リソース提供



エンジニアが⾜りない�

エンジニアの採⽤コストが⾼くて雇�
えない

もっとエンジニアを採⽤して開発ス�
ピードを上げたい�

エンジニアが会社に来てくれない

開発スピードを上げてアプリのクオ

リティを上げたい


もっと世の中に必要とされるサービ
スを提供したい

課題：リソース提供

全てGoTechが解決します。



GoTechが選ばれる理由



1.高い顧客満足度 
・オフショア開発で苦い経験を持つお客様が弊社を利用した際の満足度が高い 
・日本人ディレクターによる手厚いサポート 

2.豊富な開発実績 
・iOSアプリ　　：60件以上 
・Androidアプリ：60件以上 
・Webアプリ　  ： 100件以上 

3.品質確保 
・日本人参画の元に品質管理体制の構築 
・品質管理基準と検収済み案件の品質レビューとフィードバック



4.プロジェクト管理の標準化 
・GitHubによるソースコード管理 

5.日本語でのコミュニケーション 
・ベトナム人幹部クラスは全員日本語対応可能 
・他社と比較しても日本語可能なスタッフが多い 

6.お手軽に始められる 
・最低契約期間1ヶ月から可能(1日あたりの稼働時間で請求)



GoTechの強み



GoTechの強み�1

戦略から実装保守運⽤まで�
トータルサポート

戦略設計から開発~リリースまでクライアントと共に⼀気通貫で⾏う。

多属性

戦略

要件

デザイン

開発

実装

ビジネス、テック、デザインの専門チームによる 
事業共創の新規事業・プロダクト開発支援が可能です。



GoTechの強み�1

開発の流れ(戦略/要件/デザイン)

新規事業創出(戦略)

※必要がない場合はカット可能

(日本人参画可能)

要件定義,設計(要件)

※必要がない場合はカット可能

(日本人参画可能)

UIUXデザイン

※必要がない場合はカット可能

(日本人参画可能)



GoTechの強み�1

開発の流れ(開発/実装)

開発実装(開発)

※必要がない場合はカット可能

(日本人参画可能) 単体テスト(開発)
レビュー

※必要がない場合はカット可能

(日本人参画可能)

結合テスト(開発)

※必要がない場合はカット可能

(日本人参画可能) リリース(実装) 運用サポート



エンジニア全員が8年前後のベテラン精鋭部隊

GoTechの強み�2



海外開発による休日,祝日問わず対応が可能。

GoTechの強み�3



日本人担当者在籍

GoTechの強み�4

10年の開発経験のあるPMやUIデザイン,QAリーダーなど参画可能



サービスの効果



プロトタイプ開発により投資家(30社)との資金調達商談成立

・業界：スポーツ 
・従業員数：8名 
・事業内容：HR事業

・エンジニアリソース提供 
・動画制作

企業データ

ご依頼形態

サービス効果

ご依頼内容

迅速な開発スピードでプロトタイプを作成して、投資家
にみていただきたい。 
ピッチの際に使用する動画も制作していただきたい。



これまでの実績



開発事例

⾝体能⼒を可視化する
サービスをアプリで提供

CarpUp 約900万円 担当領域：要件定義/デザイン/開発



開発詳細

AIを利用した身体能力測定 独自アルゴリズムのランキングCarpUp



通話システム

開発費用：1000万円
要件定義~設計~開発~テスト~リリース
開発期間：約半年

開発事例



WEBで簡単にロゴ作成・TSHIRT印刷できるシステム

開発費用：300万円
設計~開発~テスト
開発期間：４ヶ月

開発事例



小児がん患者向け 身体活動促進・継続アプリ 暮らしの知恵をシェアするコミニュティアプリ ペットの体調を管理するアプリ

開発事例



その他事例

 その他：EC, Shopping ,News, SNS, Healthcareなど

・LR 約500万円 
・iOSマッチングアプリ 約800万円 
・某社内チャットアプリ 約50万円 
・某HP 80万円 
・某上場企業メディア 約1500万円 
・某上場企業会員アプリ 約600万円

Tryster 約400万円 
担当領域:要件定義/デザイン/開発

TimeMarcket 約500万円 
担当:要件定義/デザイン/開発

※あくまで参考事例のためアプリによって料金は異なります。



料⾦体系(サービス開発)



開発の他に要件定義やデザイン、保守運用など 
トータルサポートが可能なため要望に応じてご対応させていただきます。

技術的に可能なのか知りたい

約50万円~100万円

プロトタイプ開発



開発の他に要件定義やデザイン、保守運用など 
トータルサポートが可能なため要望に応じてご対応させていただきます。

開発以外はできるので�
開発のみお任せしたい

開発以降は基本的にお任せしたい

GoTech

要件,設計できるので�
開発とテストまではお任せしたい

開発 開発~テスト 開発・テスト・リリース

200万円~ 300万円~270万円~



1
開発の他に要件定義やデザイン、保守運用など 
トータルサポートが可能なため要望に応じてご対応させていただきます。

要件定義、デザインは既にあるため�
開発と保守運⽤をお願いしたい

要件定義、デザイン、開発・保守運�
⽤まで全てにおいてお願いしたい

GoTechお客様

要件定義は既にあるのでデザインと�
開発及び保守運⽤をお願いしたい

GoTechClient GoTechClient

開発・テスト・リリース

要件定義

デザイン

開発・保守運用

デザイン

要件定義

開発・保守運用

要件定義 デザイン2 3
300万円~ 700万円~400万円~



1
開発の他に要件定義やデザイン、保守運用など 
トータルサポートが可能なため要望に応じてご対応させていただきます。

要件定義、デザインは既にあるため�
開発と保守運⽤をお願いしたい

要件定義、デザイン、開発・保守運�
⽤まで全てにおいてお願いしたい

オーダーメイド製

GoTechお客様

要件定義は既にあるのでデザインと�
開発及び保守運⽤をお願いしたい

GoTechClient GoTechClient

開発・保守運用

要件定義

デザイン

開発・保守運用

デザイン

要件定義

開発・保守運用

要件定義 デザイン

最小金額 30万円～

2 3その時々にあった最適なプランをご提示させて
いただきます



料⾦体系(ラボ開発)



⽉額制

32万円/⽉~

メリット
・採⽤コスト0円！

・固定費化できて予算を圧迫しない

・ノウハウの蓄積ができる

・クライアント先常駐

(エンジニア1名)

ラボ開発

32万円/⽉~
(翻訳者1名)

32万円/⽉~
(QA/テスター1名)



⽉額制

26万円/⽉

メリット

50万円/⽉ 100万円~/⽉

・採⽤コスト0円！

・固定費化できて予算を圧迫しない

・ノウハウの蓄積ができる

・クライアント先常駐

・エンジニア1名

・英語可能

・⽇本語不可

ラボ開発

・エンジニア1名

・英語可能

・⽇本語可能

・エンジニア1名

・英語可能

・⽇本語可能

・⽇本⼈PM1名

採用コスト無しでリソース確保が可能



Thank you

©2021�GoTech�inc�|�GoTech�株式会社


