
www.kiv-jp.com

お問い合わせは
日本の窓口で承ります。
お問い合わせには日本人担当者が対応致します。

KIVグループ 
KIV JAPAN 

URL: www.koizumi-design.com
メール： info@koizumi-design.com
TEL： 075-205-2491
FAX: 075-801-1117

株式会社コイズミデザイン
・ 機械・電気設計業務
・ KIV グループ日本窓口
・ 一般労働者派遣事業許可番号： 般26-300371
・ 有料職業紹介事業許可番号： 26-ユ-300370

IDEA CORPORATE GROUP
・ IDEA（機械設計業務）
・ ITDC（電気製図、電気制御設計業務）
・ ITSC（ダナン省での機械設計業務）

VIJA TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
・ 機械部品加工、精密部品加工、金型製造、
　射出成形、生産設備設計製作、機械組立

LASER TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
・ レーザー加工、板金加工、機械組立

主要取引先
IHI   キャノン  大日本印刷 東レ
新日鐵住金 日本電産  ボッシュ  ミスミ
ユニチカ  LIXIL  その他多数

安心

窓口について

お問い合わせは
日本の窓口で承ります。
　
御社のお問い合わせは、KIVグループの日本人担当者が
対応致します。
契約やお支払も日本人担当者が行いますので安心です。

納品について

守秘義務を
徹底しています。
　
御社とのデータのやり取りは自社サーバを用意。
zip ファイルにパスワードを付けることを義務付け。
御社からお預かりした図面・データは特別な指示が
無ければ、納品後6 ヶ月経過後に処分します。
社内設備について記憶メディア・インターネット
の使用は、役員以外禁止となっております。

ベトナム現地の技術スタッフ

経験豊富なスタッフが、
御社をサポート。
　
実務はベトナムオフィスで行います。
日本、アメリカの企業に納品実績がある
若いスタッフ(平均２５歳)が作業します。
単なる製図やトレース作業のオペレーター
ではなく、ベトナム一流のホーチミン市工
科大学出身の技術スタッフがサポートします。

Quality Management System

品質マネジメント
ISO 9001を取得。
　
御社により良いサービスを提供するため、
ベトナムオフィスはISO9001を取得しています。
良いサービスを提供するため、品質マネジメント
のシステムを確立しております。
より良い品質を維持するため、改善を継続的に
行っております。

エンジニアに
国境は無い

ベトナム人エンジニアのご提案

株式会社コイズミデザイン内
住所：〒604-8811
　　　京都市中京区
　　　壬生賀陽御所町3-1
　　　京都幸ビル 3F

KIV JAPAN KIVグループ



オフショア管理技術者
デーさんの１日 人材派遣KIVグループ

とは
KIVグループとは
KIVの「K」は、日本の機械・電気の設計会社・コイズミデザイン
KIVの「I」 は、ベトナムの機械・電気の設計会社・IDEA CORPORATE GROUP
KIVの「V」は、ベトナムの部品加工会社・VIJA TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
この三社のネットワークを生かし、日本のお客様にメリットのあるサービスを提供するという
意味を込めて、それぞれの頭文字をとって、KIVと名付けました。
日本での窓口が、コイズミデザイン KIV JAPANです。
主に機械設計、電気設計、機械部品製造、機械組立、商社活動、営業代行等の業務を請負います。

御社に合った
ベトナム人
スタッフを派遣。　
慢性的なエンジニア不足の御社に
若くて優秀なベトナム人スタッフを
派遣します。

経験豊富なスタッフ
多種ソフトに対応
■ 3 次元CAD ソフト
「SolidWorks」「Autodesk Inventor」
「CATIA」    「Pro/ENGINEER(ProE)」
「ICAD/SX」

■ 2 次元CAD ソフト
「Autodesk AUTOCAD」「 ICAD/SX」

※他のCADも、御社からの提供で対応可能。
さらにメリットがある
オフショア前提の
派遣可能。　
御社でノウハウを習得したスタッフは、
ベトナムへ帰国後も御社の専属スタッフ
として、ご契約いただくことも可能です。
ベトナムの相場は日本の半額以下。
現地価格でコスト削減に繋がります。 

平均２５歳の若い
ベトナム人エンジニア
日本では数少ない若い優秀な人材がたくさん。
スタッフ一同で御社を支えます。

７時、ベトナム名物のバイク通勤。
日本時間９時、時差は２時間です。

８時前,みんなと朝礼を行います！

８時、お客様のメールをチェックします。

９時、部下へ今日の仕事を指示します。

１２時、おいしいフォーを食べて午後も
がんばろう！

１４時、部下の図面をチェックします。

１６時、日本のお客様とビデオ会議。

１８時、今日はスタッフ全員で勉強会
です。週に１度行っています。

御社 KIV JAPAN KIVグループ

発注

納品

指示

納品

御社 KIV JAPAN KIVグループ

依頼

派遣

選択

オフショアとは
海外で行うアウトソーシングです。
ベトナムオフィスのエンジニアが御社のスタッフ同様に、お手伝い致します。
・ 契約、支払いは日本法人であるコイズミデザイン KIV JAPANで行います。
・ ベトナム一流のホーチミン市工科大学出身のエンジニアが対応します。
・ 日本人エンジニアによるチェックも可能です。
・ 優秀な若いエンジニアがたくさんいますので、大きな案件でも対応可能。
・ 安い人件費で対応可能。

人材派遣
ベトナム人エンジニアを御社に派遣致します。
御社のニーズに合った人材をKIVグループで選択致します。
・ 高い技術力および日本語能力検定N３以上を基準に派遣致します。
・ さらにメリットのあるオフショア機械・電気設計を前提とした派遣も可能です。
・ 比較的安い人件費で、一般の人材派遣契約が可能。

ノウハウ習得後、さらにメリットがあるベトナムでのオフショア可能
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