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ベトナムのバインミーは国内の一般的な料理であるとともに世界中でも人気があるサンドイッ
チです。東京でベトナムのサンドイッチを味わいたい皆さんにはベトナム人留学生の兄弟が開
店したバインミーシンチャオ- BANH MI XIN CHAOがお勧めです！
早稲田通りにあり、ミチャーバインミー、焼き豚肉バインミー、レモングラス焼き鶏肉バインミー、
目玉焼き（オップラ）バインミー、ヌックマム漬け豚肉バインミー、スペシャルバインミーというベ
トナムならではの６種類を毎日約200～500本販売しています。この店のバインミーは皮がパリ
パリなバゲットで中には肉や卵、レバーペースト、なますやパクチーをはさみ、そしてベトナム風
のソースをかけたあっさり味で大人気です。

単品のビックサイズは530円、セット680円でバインミーとベトナムを味わえます！
https://www.fb.com/B%C3%A1nh-M%C3%AC-Xin-Ch%C3%A0o-1068932589815886/
お勧めのお店：

ハノイ：バインミーMinh Nhat、No.22 Tran Duy Hung, Cau Giay 区
http://banhmimasterchef.vn/ 

ダナン：焼肉レバーペーストバインミー、No.01 Le Thanh Ton, Da Nang市
https://www.foody.vn/da-nang/huong-banh-mi-thit-nuong-gan-rim 

ホーチミン：バインミーBay Ho, Huynh Khuong Ninh, 1区
https://www.foody.vn/ho-chi-minh/banh-mi-bay-ho

バインミーシンチャオ- BANH MI XIN CHAO

    日本の ソフトウェア開発展（SODEC）に出展

2017年05月10日（水）～12日（金）の3日間、東京
ビッグサイト（東京国際展示場）で開催された第
26回ソフトウェア&アプリ開発（SODEC）に出展
し、GMO-Z.com RUNSYSTEMのブースに多くの
お客様にご来場いただきました。SODEC 2017
は『Japan IT Week 春 2017』の一環で、世界中
の人々にＩＴ企業各社の開発したサービス、実
績を紹介するための催しです。

GMO-Z.com RUNSYSTEMはお客様にご提供中
の代表的なオフショア開発サービスとCRM（顧
客管理ソフトウェア）など新製品を紹介しました。
更に今日本でも評判の360°VR動画のデモンスト
レーションを行い、多くの方々の注目を集め、高
い評価を得ました。

       第32回いしかわ情報システムフェアに出展

GMO-Z.com RUNSYSTEMは2017年5月18日か
ら20日まで開催された『いしかわ情報システムフ
ェア』に参加しました。32回目を迎えるこのイベン
トは日本海側最大のICTのビジネスショーで、今回
は北陸地区のICT関連の企業を始め、製造、流通、
観光、農林水産業、建設、設計、デザイン、行政機関
、教育研究機関など、様々な業種の約5万人の方々
が来場されました。その中でG M O - Z . c o m 
RUNSYSTEMのブースは来場者から大きな注目を
集めました。

GMO-Z.com RUNSYSTEM東京支店代表のトー・
マン・クォンは「北陸地方には多くのIT機器メーカ
ーが集まっています。今回のフェアに参加して現
地の人々及び来場者の皆様ホスピタリティーに本
当に感動しました。 そしてプロジェクトに発展する
可能性がある多くのインスピレーションを私に与
えてくれました。」と述べました。

ベトナムコーナー お勧めのベトナム料理

GMO-Z.com RUNSYSTEM JSC 東京支店：東京都渋谷区桜丘町26-1 セルリアンタワー7F　
Website: http://www.runsystem.net               Email: campaign_2017@runsystem.biz            Tel: 03-5962-0056

報を見える化し、早期の状況把握とアクション！ 

今月の人： TRAN THANH TU ‒ Best Runner 4 May (2017年)

入社： 2016年05月-
支社: ダナン支社
好きな開発言語：ルビー
実績最良プロジェクト: Gnavi
プロフィール：
自分の仕事をキッチリやり遂げるだけでなく、他のチームメンバーの仕
事を親切に手伝うTuさんは本当に優秀な社員です。テクノロジや新しい
知識への熱い思いを持っています。「成功するためには働き続けるしか
ない。」というのが彼の方針で、いつも一生懸命働いています。
職場外では、フォトグラフィーに夢中になって、撮影するために色んな所
を旅しています。足を運んだ所の美しさを自分のカメラで人々に伝える
才能があります。
プロジェクト計画を立てるかのように、自分の人生目標をはっきり描き出
しています。今から5年後、開発プロになって、社内のプロジェクトに役に
立つようになり、また次の世代にたくさんの知識を継承したいと言って
います。一生懸命努力しているTuさんには、1妻2子3階4輪（妻一人、子供
2人、3階建ての家、車）というのはすぐ叶う夢だと言えるでしょう。

お客様満足94点獲得　Ｚ会プロジェクト

Ｚ会プロジェクトは教育事業系（Ｅ－ラーニング）のプロジェクトです。先
進的な教育事業を始め、多分野で事業展開中のZ会グループ様に依頼さ
れました案件で、7ヶ月間にGMO-Z.com RUNSYSTEMの17名のメンバー（本
社10名、ホーチミン支店7名）参加して展開されました。
このプロジェクトは実績豊富なリーダーと共に若い情熱に満ちたプログ
ラマーの努力、また東京支社の支援により実施されました。
お客様のご要望にお応えして残業も厭わない積極的なメンバー達、ま
たコミュニケーション能力が高いブリッジエンジニアとの協力で柔軟に
対応して、希望納期前にリーリスさせることができました。その結果、お
客様から満足度93.9点をいただきました。

ちびっ子ランナーとの農場キャンプ体験

2017年6月3日、エラハウス（伝承遊びと自然体験活動を行う教育現場）
にて「ちびっ子ランナーとのサマー体験」を開催しました。これは
GMO-Z.com RUNSYSTEM社員とそのお子様達へ、子供の日のお祝いの
イベントです。

参加者約100人の中、6才から13才までの57名の子供たちがいました。
参加者の親子はエラハウスで、自然の美しさを楽しみながら、農場での
ゲームに挑戦したり、植物や動物について学んだりすることができまし
た。当日の午後、各家族はAEONモールで自由に過ごしました。
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全国展開を視野にモノづくり金沢のイベントに出展！

Co Nhue村
で開催する
Chua寺院の
お祭り

快適で過ごせる服装



G
M

O
-Z.com

 RUN
SYSTEM

通
信

2017.05
号

QR CODE

ベトナムのバインミーは国内の一般的な料理であるとともに世界中でも人気があるサンドイッチです。東京で
ベトナムのサンドイッチを味わいたい皆さんにはベトナム人留学生の兄弟が開店したバインミーシンチャオ- 
BANH MI XIN CHAOがお勧めです！
早稲田通りにあり、ミチャーバインミー、焼き豚肉バインミー、レモングラス焼き鶏肉バインミー、目玉焼き（オ
ップラ）バインミー、ヌックマム漬け豚肉バインミー、スペシャルバインミーというベトナムならではの６種類
を毎日約200～500本販売しています。この店のバインミーは皮がパリパリなバゲットで中には肉や卵、レバー
ペースト、なますやパクチーをはさみ、そしてベトナム風のソースをかけたあっさり味で大人気です。
単品のビックサイズは530円、セット680円でバインミーとベトナムを味わえます！

お勧めのお店：

バインミーシンチャオ- BANH MI XIN CHAO

ダナン：焼肉レバーペース
トバインミー、No.01 Le 
Thanh Ton, Da Nang市

ホーチミン：バインミー
Bay Ho, Huynh Khuong 
Ninh, 1区

ハノイ：バインミーMinh Nhat、
No.22 Tran Duy Hung, Cau 
Giay 区

ベトナムコーナー お勧めのベトナム料理

GMO-Z.com RUNSYSTEM JSC 東京支店：東京都渋谷区桜丘町26-1 セルリアンタワー7F　
Website: http://www.runsystem.net               Email: campaign_2017@runsystem.biz            Tel: 03-5962-0056

報を見える化し、早期の状況把握とアクション！ 
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    日本の ソフトウェア開発展（SODEC）に出展

2017年05月10日（水）～12日（金）の3日間、東京
ビッグサイト（東京国際展示場）で開催された第
26回ソフトウェア&アプリ開発（SODEC）に出展
し、GMO-Z.com RUNSYSTEMのブースに多くの
お客様にご来場いただきました。SODEC 2017
は『Japan IT Week 春 2017』の一環で、世界中
の人々にＩＴ企業各社の開発したサービス、実
績を紹介するための催しです。

GMO-Z.com RUNSYSTEMはお客様にご提供中
の代表的なオフショア開発サービスとCRM（顧
客管理ソフトウェア）など新製品を紹介しました。
更に今日本でも評判の360°VR動画のデモンスト
レーションを行い、多くの方々の注目を集め、高
い評価を得ました。

       第32回いしかわ情報システムフェアに出展

GMO-Z.com RUNSYSTEMは2017年5月18日か
ら20日まで開催された『いしかわ情報システムフ
ェア』に参加しました。32回目を迎えるこのイベン
トは日本海側最大のICTのビジネスショーで、今回
は北陸地区のICT関連の企業を始め、製造、流通、
観光、農林水産業、建設、設計、デザイン、行政機関
、教育研究機関など、様々な業種の約5万人の方々
が来場されました。その中でG M O - Z . c o m 
RUNSYSTEMのブースは来場者から大きな注目を
集めました。

GMO-Z.com RUNSYSTEM東京支店代表のトー・
マン・クォンは「北陸地方には多くのIT機器メーカ
ーが集まっています。今回のフェアに参加して現
地の人々及び来場者の皆様ホスピタリティーに本
当に感動しました。 そしてプロジェクトに発展する
可能性がある多くのインスピレーションを私に与
えてくれました。」と述べました。

今月の人： TRAN THANH TU ‒ Best Runner 4 May (2017年)

入社： 2016年05月-
支社: ダナン支社
好きな開発言語：ルビー
実績最良プロジェクト: Gnavi
プロフィール：
自分の仕事をキッチリやり遂げるだけでなく、他のチームメンバーの仕
事を親切に手伝うTuさんは本当に優秀な社員です。テクノロジや新しい
知識への熱い思いを持っています。「成功するためには働き続けるしか
ない。」というのが彼の方針で、いつも一生懸命働いています。
職場外では、フォトグラフィーに夢中になって、撮影するために色んな所
を旅しています。足を運んだ所の美しさを自分のカメラで人々に伝える
才能があります。
プロジェクト計画を立てるかのように、自分の人生目標をはっきり描き出
しています。今から5年後、開発プロになって、社内のプロジェクトに役に
立つようになり、また次の世代にたくさんの知識を継承したいと言って
います。一生懸命努力しているTuさんには、1妻2子3階4輪（妻一人、子供
2人、3階建ての家、車）というのはすぐ叶う夢だと言えるでしょう。

お客様満足94点獲得　Ｚ会プロジェクト

Ｚ会プロジェクトは教育事業系（Ｅ－ラーニング）のプロジェクトです。先
進的な教育事業を始め、多分野で事業展開中のZ会グループ様に依頼さ
れました案件で、7ヶ月間にGMO-Z.com RUNSYSTEMの17名のメンバー（本
社10名、ホーチミン支店7名）参加して展開されました。
このプロジェクトは実績豊富なリーダーと共に若い情熱に満ちたプログ
ラマーの努力、また東京支社の支援により実施されました。
お客様のご要望にお応えして残業も厭わない積極的なメンバー達、ま
たコミュニケーション能力が高いブリッジエンジニアとの協力で柔軟に
対応して、希望納期前にリーリスさせることができました。その結果、お
客様から満足度93.9点をいただきました。

ちびっ子ランナーとの農場キャンプ体験

2017年6月3日、エラハウス（伝承遊びと自然体験活動を行う教育現場）
にて「ちびっ子ランナーとのサマー体験」を開催しました。これは
GMO-Z.com RUNSYSTEM社員とそのお子様達へ、子供の日のお祝いの
イベントです。

参加者約100人の中、6才から13才までの57名の子供たちがいました。
参加者の親子はエラハウスで、自然の美しさを楽しみながら、農場での
ゲームに挑戦したり、植物や動物について学んだりすることができまし
た。当日の午後、各家族はAEONモールで自由に過ごしました。

全国展開を視野にモノづくり金沢のイベントに出展！
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