
ＦＰＴジャパンホールディングス

Making DX a Reality

世界で培ったノウハウと
ソリューションでDXを実現

〒105-0011東京都港区芝公園1-7-6
KDX 浜松町プレイス6F　
TEL：03-6634-6868(代表)　FAX：03-6634-6869
Fjp.contact@fsoft.com.vn

© 2022 FPT Japan Holdings Co., Ltd．

ＦＰＴジャパンホールディングスは、グループ全体で約37,000名を擁し、来る
2023年に創立35周年を迎えるベトナム最大手のICT企業ＦＰＴコーポレーション
において、海外に特化し、広範囲のITサービスを全世界のお客様に提供しているグ
ループ企業ＦＰＴソフトウェアの日本法人です。東京を中心に国内に複数の拠点を
構え、2005年の設立以来、日本企業に対する多数のITサービス提供実績を有して
います。

ＦＰＴジャパンホールディングス

成功事例

ＦＰＴソフトウェア

デジタルサービス産業別のノウハウ

プロダクト & ソリューション

パートナー

ＦＰＴコーポレーション

主なベトナムキャンパス

設立 1988年
上場 2006年12月
グループ全体売上 16億USドル（2021年度）
グループ全体従業員数 37,000名以上（2021年度）

1999年設立／6億3,250万USドル（2021年度）

（2021年度）

● テクノロジー分野
　ベトナムNo.1のITO（ITアウトソーシング）プロバイダ
　ベトナムNo.1のSIプロバイダ
● テレコミュニケーション分野
　ベトナムインターネットサービス事業者トップ3
　ベトナムNo.1のデータセンタープロバイダ
　ベトナムNo.1の電子新聞（VnExpress.net） 4,000万人の読者
● 教育分野
　FPT大学：ベトナムNo.1の私立大学、75,000人以上の学生

25,500名以上

従業員数

26
国と地域

58
オフィス

22
開発センター

● オートモーティブ・製造
● 物流・輸送
● 電気通信・メディア
● 銀行・金融サービス・保険
● ヘルスケア
● 公益事業・エネルギー

● アドバンスド
　アナリティクス
● クラウド＆IoT
● AI
● ブロックチェーン
● ビッグデータ
● サイバーセキュリティ

ＦＰＴジャパンホールディングス
● 札幌事業所
● 東京本社
● 東京イノベーションセンター
● FPT DX Garage™
● 横浜事業所
●ＦＰＴ日本語学校
● 名古屋事業所
● 大阪事業所
● 広島事業所
● 福岡事業所
●ＦＰＴ沖縄R&D

資料ダウンロード

東京本社
東京イノベーションセンター
 FPT DX Garage™
横浜事業所
ＦＰＴ日本語学校

名古屋事業所

大阪事業所

広島事業所

福岡事業所

札幌事業所

FPT沖縄R&D株式会社

新たな価値の創出1

データコンテナプラットフォーム
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企業向けブロックチェーンプラットフォーム

オペレーショナルエクセレンスの実現2

RPAツール DevOpsソリューション MOM/MESプラットフォーム ローコードプラットフォーム

自動運転ソリューション スマートホーム製品 従業員エンゲージメントプラットフォーム

エクスペリエンスの再考3

AI実装翻訳ソリューション

顧客データプラットフォーム
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AI実装翻訳ソリューション

顧客データプラットフォーム

東南アジアのICTを
リードする
ＦＰＴグループ日本のコーポ レートバンキング向けFlexcube

コアバンキングシステムの実装

お客様

成果

ソリューション

● 顧客のニーズと業界の特徴を考慮した運用の改善

● 新しい金融商品を導入し、既存商品の変更を管理

● 分析ツールを使用し、新しい製品やサービスに関するお客様の  
ニーズを評価

● 銀行の勘定科目表およびIFRS、JGAAPなどの規制基準との     
整合性

● コスト削減、リスク削減、パフォーマンス向上

● 日本でトップ５にランクインする銀行

● 日本に150以上の支店とサテライトオフィスがあり、海外に10の
オフィスがある

● 総資産は約55兆円

● 現状と将来のビジネスプロセスが絡み合った複雑な要件をお客様
と共に明確化

● 海外支店やサテライトオフィスのコアバンキングシステム実装経
験を基に、バックエンドシステムとしてOracle Flexcubeを使用し、
マネーマーケット、外国為替、証券、デリバティブ等のモジュールで銀
行の性質に合わせて高度にカスタマイズ

● ブローカーが市場系の取引を入力するためのフロントエンドシス
テム開発取引をキャプチャするようにフロントエンドシステムを開発
する

FTown1 & Ftown2, Ho Chi Minh City

ファイナンスサービス＆ソリューションの
資料無料ダウンロードはこちら
https://www.fpt-software.jp/fpt-software-insight/
down-load-page/

ビジネス課題

古い技術
20年間運用しており、多くの制限に直面
している銀行のコアバンキングシステムを
置き換える必要がある

システムケイパビ
リティの強化

更新された機能、より優れたケイパビリティ
を備えて、新製品の導入が容易で市場の
変化に対応した新しいコアバンキングシ
ステムが必要である

クラウド移 行に
よる効率性向上

当該システムはAWSテクノロジーを使用
してクラウド上に実装する必要がある

Ⓡ



ネクストノーマルに
おける３つの社会変化

グローバルにおける
金融業界の動向

日本における
金融業界の動向

ＦＰＴの金融業界向け
サービス&
ソリューション

金融業界での20年以上の経験

提供サービス

リソースキャパシティ

ワールドクラス資格

ライフスタイルのオンラインシフトが加速

ビジネスのオンラインシフトが加速

デジタルトランスフォーメーション（DX）の加速

テクノロジーがもたらす価値 日本の金融業界が直面している課題

日本の金融業界における
テクノロジーへの投資

今後の市場動向

グローバルにおけるフィンテック企業の
サービス展開分野

● AI活用のソリューション
● ロボティック・プロセス・オートメーション (RPA)
● マイクロサービス

金融業界ではイノベーションをもたらすために、クラウド、ローコー
ド、RPA、ブロックチェーン、AIなど、最先端技術の活用が期待
されています。今や、デジタル技術とデータの活用は不可欠となっ
ています。

ＦＰＴソフトウェアは、銀行をはじめとする金融業界から厚い信頼を
寄せられており、業務システムや顧客対応システムの最適化の領域で、
ITアウトソーシングやDXサービスを提供しています。フォーチュン
500を含め、グローバル企業80社以上で、ビジネス成果に貢献する
重要な改善をもたらしました。

94% of Japan CIO Respondents Were Able to Use the COVID-19 Crisis to Do Something That Is Normally Difficult

CIO Accomplishments During COVID-19 Pandemic Percentage of respondents, multiple responses allowed

Increased IT infrastructure
Increased IT tools and applications

Secured additional general funding for IT
Secured additional funding specifically to support more experimentation/risk taking in IT

Conducted training (normally workers are too busy)
Changed workforce makeup to get a better mix of skills

Increased IT workforce
Modernized the legacy application and infrastructure portfolio

Changed IT reporting lines to report to a more senior executive
Other

None of these
ソース： Gartner, 2021 CIO Agenda: Global Perspectives 
for Japan, Tsuneo Fujiwara, Yuko Adachi, Yuki Hattanda, 
Hiroyuki Katayama, Yoshi Matsumoto,8 December 2020
※著作権によりオリジナルの英語版を掲載しています。

n = 147 Japan respondents, Excludes "Not sure" 
Q. Have you as CIO/Has your enterprise’s CIO used the COVID-19 crisis as 
an opportunity to do things that are normally difficult?
Source: 2021 Gartner CIO Survey
ID: 734158 

● データ分析、アドバンスド分析　● チャットボット
● モバイルアプリ

● IoT　● ビッグデータ　● ブロックチェーン

デジタル
コンサルティング

・お客様との業務課題分析、ビジネス改善
や改革ソリューションの提案

ソフトウェア開発
ソフトウェア導入
支援

・業務改善による新規システム開発、システ
ム刷新、マイグレーションなどの開発

・新システムや製品導入支援
・要件分析からシステム本番展開まで対応

可能

システム運用・保守 ・システム監視・運用・保守サービスの提供

国際的な
ソフトウェアプロセス 国際的な高い評価国際的な

セキュリティ規格

銀行 証券 保険金融サービス

エンター
テイメント

エンター
テイメント

教育

教育

ショッピング

ショッピング

医療

医療

コスト最適化 少子高齢化社会

低金利による収益減少

規制緩和やテクノロジーの進化による競争激化顧客体験向上

ビジネスモデル創造

中小企業等向けサービス

個人による投資サポート

融資 個人向け金融

送金 個人資産管理

決済

資本性資金調達

300+

100+

500+

200+

FlexCube／T24／
e-Bankingなどの業務
エキスパート／エンジニア

証券外務員（１、２）
業務エキスパート／
エンジニア

グローバル
アウトソーシング2017
トップ100

生保・損保業務
エキスパート／エンジニア

ローン・クレジットカード・
リースの業務エキスパート／
エンジニア

金融サービス

保険

証券

銀行

71%
69%

27%
20%

18%
16%
16%

11%
7%

5%
6%

フィンテックへの
投資強化

ペーパーレス化・脱ハンコ

データ利活用の高度化

コスト最適化の
ためのIT投資

経営統合のため
のIT投資

情報セキュリティ
への投資強化

カスタマーリレーションシップおよび
顧客満足度向上のためのIT投資

新たなビジネスモデルの構築

ビジネスプロセス支援の
テクノロジー投資強化

テレワーク環境の整備

顧客アプローチの進化

エンター
テイメント

 オムニチャネル

  ハイブリッドワーク

  データ駆動 顧客接点の
バーチャル化

  デジタルワークプレイス

教育

 デジタルヘルス


