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〒124-0025��東京都葛飾区⻄新⼩岩５-５-２４

https://www.dssolution.jp/

従業員数

ベトナム開発拠点

DS SOLUTION VIETNAM

12F�Viwaseen� tower,�No.48�To�Huu� street,� Trung
Van�ward,�Nam�Tu�Liem,�Hanoi,�Viet�Nam

https://www.dssolution.vn/

30名（2022年3⽉末時点）

2018年10⽉

DevSamurai（株）
設⽴

2018年11⽉

アウトソーシング

サービス開始

2019年01⽉

Atlassianプラグイン
開発事業開始

2019年10⽉

DevSamurai�Vietnam
オフショア開発拠点設⽴

2022年1⽉

ディエスソリューション（株）

�DS�Solution�Vietnam（株）設⽴

営業所

COMPANY ｜

〒105-6004��東京都港区虎ノ⾨４-３-１城⼭�トラストタワー４F

本社

10名（2022年3⽉末時点）

URL

URL
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 MESSAGE ｜代表メッセージ

 今に⾄るところで、IT・テクノロジーは⽇本国内に限らず全世界中で、⼈間の⽣活、社会の構造
または産業を多様な形で⽀え、社会・企業の⾰新に⼤きな役割を果してきました。また、次世代の

新たなビジネスモデルを実現する企業も⽇々増加しています。

 

 このような社会変化ではIT・テクノロジーの進化が求められるのでしょう。しかし、⽇本は現在
少⼦⾼齢化の影響で、技術⼒を全⼒で発揮しづらく、アウトソーシング開発・オフショア開発の利

⽤に移転することがよく⾒かけられます。

 私たちは、ハノイ⼯科⼤学出⾝の優秀なITエンジニアたちの技術⼒と熱情を合わせ、2018年に
DevSamurai株式会社を設⽴しました。
 2022年にクラウドサービス事業拡⼤に伴い、その事業を分社化して新会社「ディエスソリューシ
ョン株式会社（DS�Solution�Japan)」を⽴ち上る運びとなりました。またオフショア開発拠点とし
てディエスソリューションベトナム株式会社（DS�Solution�Vietnam）も設⽴しました。

 ディエスソリューションは、システム開発、アプリ開発、クラウドDevOps、インフラコンサル
ティングなどの提供サービスを通し、業務⾃動化・デジタルトランスフォーメーション(DX)推進を
サポートいたします。

また慢性的なIT⼈材不⾜と、それに起因する開発遅延などの課題に対して⾼品質＆低コストのシス
テム開発として更なる価値のご提供を⽬指します。

 「ITの最先端技術を世界に」というミッションを挙げて、企業の企業⾰新サポーターとして成⻑
していきますので引き続きご⾼配のほどお願い申し上げます。

代表 橋本 武 

� ITの最先端技術を世界に



クラウドサービスソフトウェア開発
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 OUR BUSINESS ｜事業

開発

Atlassian

エコシステム

�製品

R＆D開発

最先端技術を世界へ発信
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ソフトウェア

開発

多様多種なWebアプリ開発サービス

Webアプリ開発

お客様のアイデア・ビジネス課題を分析した上で総合的なソフトウェア開発

ソリューションをご提供いたします。

モバイルアプリ開発

パフォーマンスが⾼く、使いやすい

モバイルアプリケーション開発

・対応端末：Android、iOS

・種類：ネイティブアプリ、ハイブリッドアプリケーション

業務システム開発
ビジネス拡⼤にスケールさせやすい

業務システム開発サービス
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 SOFTWARE｜ソフトウェア開発

・JavaScriptを利⽤したWebアプリ

・プログレッシブウェブアプリ（PWA）

・eコマースWebアプリ

・ポータルWebアプリ

・静的＆動的Webアプリケーション

・シングルページアプリケーション

・マルチページアプリケーション

・リッチインターネットアプリ

・顧客管理(CRM)

・ERPシステム

・在庫管理システム

・⼈事管理システム

・会計システム

・ビジネスプロセス管理システム
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クラウドソリューション

クラウド戦略

策定⽀援

クラウド導⼊

移⾏計画

実⾏・管理・

モニタリング

DSSはGAE（Google�App�Engine）を利⽤し、Cloud�Serverlessプラットフォーム上でスケーラビリティが⾼く、
⾼性能なアプリケーションの構築をサポートいたします。

Cloud戦略を元に企業の既存テクノロ
ジー、既存アーキテクチャの評価を⾏

った上、クラウドジャーニーを成功さ

せるためのスキルと技術のギャップ解

析いたします。そのギャップを埋める

ための必要なワークロードをセグメン

ト化し、各ワークロードの優先順位と

活⽤ツール・技術を定義します。

当社のテクニカルスペシャリストは最適

なクラウドアーキテクチャを提案し、

クラウドインフラを構築いたします。

そして、クラウド導⼊・移⾏を実⾏し、

データの移⾏を実施いたします。

クラウド導⼊・移⾏が終了した後も、

運⽤、効率評価、トラッキング・モニタ

リングとメンテナンスを提供していま

す。

Cloud�Native�アプリ開発

コスト節約や拡張性から、総合的な変

⾰、より迅速なイノベーションにいたる

まで、最適なハイブリッド・マルチクラ

ウド戦略を採⽤することで、結果は付い

てきます。

Cloud導⼊・移⾏の課題を調査します。
それに基づいて計画⽅針、クラウド種類

をご提案し、基準化されたクラウド戦略

の策定について⽀援いたします。

①�要件分析
②�アーキテクチャ設計
③�API管理/API�Gateway/アプリケーション開発
④�テスト・リリース
⑤�運⽤・保守

またDockerやKubernetesのメリットを最⼤限に活⽤し、マイクロサービス
ベースとコンテナー化を柱としたクラウドネイティブアプリケーションを構

築しております。

最適なアーキテクチャを設計することで、ビジネスの拡⼤ニーズに応える柔

軟性・拡張性が⾼いCloud�Nativeアプリケーションを開発いたします。

DSS�は、クラウドネイティブアプリケーション開発ライフサイクルの全体
にわたってサービスを提供しております。

 CLOUD｜クラウドソリューション



Cloud�IoT�アプリ開発
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アーキテクチャ・データベース設計 データ処理

Web・モバイルアプリ運⽤・保守

・データ損失をなくす健全なデータベース・

アーキテックチャー設計

・⼤量で増量し続けるデータに適応できるデ

ータベースの最適化

・リアルタイムモニタリング⽤のIoTデバイス
データの保存・管理

・IoTデバイスとIoTサービス間の安全なデータ
処理の実⾏

・IoTサービスセンサーノードとクラウドイン
ターフェス開発

・IoTデバイスの相互接続性モニタリング�/�警
告の発信

エンドユーザーがIoT�Cloudに保存されるデバ
イスパラメータ/ステータス/�処理にアクセス/
モニタリングできるWebアプリケーション/
モバイルアプリケーション開発

・システムとアプリケーションの運⽤

トレーニング

・不具合対応とシステム・アプリのメ

ンテナンス



JiraやConfluenceのプラグイン開発

業務システム

社内システム

アトラシアンコネクター開発

アトラシアンエコシステム開発
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このようなお悩みがありますか？

JiraやConfluence、またはそ
れらのプラグインの機能は、

社内業務に対して物⾜りない

Atlassian�Marketplaceで⾃社開
発製品をより安価で開発したい

サードパーティーのプラットフ

ォームまたは既存ソフトウェア

と連携したい

DSSは5年以上にわたり、Jira/Confluence/その他のアトラシアン製品のサーバー
およびクラウド上でのプラグイン開発に注⼒してきました。上記課題に応じて最適

なソリューションをご提案いたします。

JiraやConfluenceの機能追加

Atlassian�API

Authetication
Authorization

アトラシアン製品

エコシステム
保守・サポート

DSSクラウドホスティング

 Atlassian｜プラグイン・エコシステム開発

「

「



インテグ

レーション
開発

カスタマイズ
マネージ

サービス

クライアントソフトウェアを

Salesforceエコシステムと連帯
します。

サードパーティーのツールと

連帯し、独⾃Salesforce統合ソ
リューションを構築します。

sales cloud

marketing cloud

service cloud

Sales� Cloud/Service� Cloud/Marketing
Cloudを最⼤限に活⽤して、クライアン
トのSalesforce�CRMを設定します。

企業のビジネス要件に該当する

機能のカスタマイズ

ラボ型開発でSalesforce認定の⼈材
をご提供

売上⾼を伸びるソリューション

DSSはセールスプロセスを⾃動化するソリューション、
既存セールスフォースを効率化するソリューションをお⼿頃な価格で提供し、

お客様の売上アップをお⼿伝いいたします。
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 Salesforce｜セールスフォース開発

Salesforceシステム・アプリケ
ーションの最適なアーキテック

チャーのコンサル・設計

ビジネス課題・要件に最適なSalesforce
CRM/Salesforceのアプリの開発をお⼿
伝いいたします.

新規機能開発・追加

Salesforceカスタマイズ可能な
コンポーネント開発



01 ⾼度なクリエティブ⼒＆技術⼒
新しい技術を探求し、広い分野に携わってきたことで、幅広い技術⼒、ノウハウを蓄積しています。

あらゆる側⾯からお客様と真摯に向き合い、ビジネス課題を解決に導きます。

世界的にもトップレベルのクラウドプロバイダから

認められたディエスソリューションだからこそ、

クラウドに関する様々な課題を解決する、質の⾼い

フルマネージド・サービスを提供できるのです。

従業員の資格取得

3 GCP
認定者

2 AWS
認定者

Kubernetes
認定者

3

3 Atlassian
認定者

PMO
認定者

3

Scrum�Master
認定者

⽇本語能⼒

試験N1

その他

2

2

3

02

対応可能な開発⾔語・フレームワーク
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スピーディかつ柔軟な開発

 FEATURE｜当社の特徴

当社は”アジャイルスクラム開発⼿法”を積極的に取り⼊れています。

リリース・市場の変化に対して、極めてスピーディかつ柔軟な

開発を実現できます。



成功したプロジェクト 満⾜したクライアント
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多様化する市場における競争⼒

最先端技術

柔軟な開発⼿法

ユーザー理解

市場変化

FIT

 開発だけでなく、ビジネスデザイン設計など、事業成⻑を前提としたサポートを提供

しています。

 リーンスタートアップ⽅式やアジャイル開発に加え、エンドユーザーのリテンション

を⾼めるためのUX/UIを軸にしたデザインシンキングの提供を通してご提案いたします。

75+

⽇本�(25)

シンガポール�(7)

オーストラリア�(10)

台湾�(2)

イタリア�(3) ドイツ�(8)

フランス�(4)カナダ�(8)

アメリカ�(12)

25+ 8+
ヵ国

PRODUCT MARKET



ディエスソリューション株式会社
【�本社�】 〒124-0025�東京都葛飾区⻄新⼩岩５-５-２４

https://www.dssolution.jp/

info@dssolution.jp

【営業所】�〒105-6004�東京都港区虎ノ⾨４-３-１�城⼭トラストタワー４F

主なお取引先

パートナー

会

社

案

内


