Corporate Profile

2017年7月 ホーチミンにて
シェアオフィスオープン！

サービスメニュー

どうぞ、お気軽にお問い合わせください。

現地法人として
登記可能

電源

コワーキング
スペースの利用

wifi

専用固定電話

ミーティング
ルームの利用

専用ロッカー

コンシェルジュ
サービス

複合機

サインプレート
設置

ルーム
クリーニング

http://www.i-glocal.com/service/pdf/ishared.pdf

I-GLOCAL経営理念

お客様の成長を促す存在になる

お客様に選ばれるサービス内容

I-GLOCALの実績

ネットワーク

数字で見るI-GLOCAL

info@i-glocal.com

http://www.i-glocal.com/

事業内容

幅広いネットワークでお客様をサポート

Your Growth
is Our Growth

I-GLOCALのコンセプトは「お客様の成長を促す存在になる」こと。
これは2003年の創業以来変わらない 想い です。
自分たちだけが成長することには、全く関心がありません。
お客様に喜んでいただき、共感を勝ち得ることにより、弊社のメンバーも成長していく。
その結果、また新たなお客様から愛される。
そのスパイラルを創業以来続け、
現在800社を超えるお客様にご愛顧いただくまでになりました。
ベトナムという国を愛し、この地で共に成長したいという強い意志と情熱は
永久に変わることがありません。

社 名の由 来

私たちの姿 勢

（アイ）
は以下を意味します。
I

Simple,
Open,
Speedy,

Indochina 我々のビジネスの地理的な範囲
Incubate 次に孵化させるという我々の組織マインド
Independent 他人や他の組織に安易に依存しない

という個人の独立心

とはGlobal（地球規模）
と+Local（地域）
Glocal（グローカル）
の造語であり、地球規模で考えながら、特定の地域で活動する
（ Think globally, act locally ）
という意味です。

物事を必要以上に複雑に考えないというSimpleさ。
閉鎖的ではなく広く意見を聞くというOpenさ。

すなわち、我々はIndochinaという地域で、Incubateという組織的

そして、誰よりも先に行動するSpeedyさ。

マインドで、Independentな個人が、Think globally, act locally

ビジネスと向き合う上で、私たちが最も重視するキーワードです。

している集団です。

グループロゴについて
「円」
は広がりゆくグローバル社会との繋がりとグローバルな視点=Globalizationを、
「 点」
はローカルの
視点で地域の特色・特性を考慮し活動すること=Localizationを表しております。
また、円に全体に用いられているグリーン色は発展を続けるインドシナ地域の生命力を、
ポイントとなるレッド
色は躍動感を表現しております。
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I-GLOCALについて

積み重ねてきた実績が
私たちの強みです。
日系 初の会 計 事 務 所として 2003 年に創 業して以 来 、
私たちはベトナムの地で進 出日系 企 業をサポートし続けてきました。

日系初会計系
コンサルティングファーム

2003

年

創業

日本人
ベトナム公認会計士

2

名

蕪木優典・實原享之

ベトナム進出企業

800

社超

のお客様をご支援しています。
グループ全体での支援総数
2018年5月末時点
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ベトナム社員数

240

名

260

名

多くの社員が皆さまを
サポートいたします。

年間セミナー開催数

200
回以上

自社セミナールームで開催。
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2003 年 9 月 4日
ハノイで創業

I-GLOCAL の活動拠点
ハノイ・ホーチミンのベトナム２大都市のほか、
ホーチミン近郊のビンズン省、
カンボジアのプノン

2004 年
ホーチミン事務所開業

ペン、
そして東京と、
3か国5拠点でお客様をサポート
しています。

東京事務所

Japan
Tokyo

2009 年
ベトナム現地監査法人に
資本参加しグループ会社化

I-GLOCAL
の歩み

2003年の創業以来、数多くの素晴らしいお客様に恵まれ、成長を続けてきました。
2018年現在、I-GLOCALグループは計6社、5拠点で事業を展開しています。

2010 年 8 月
カンボジア法人設立
グループ名称をI-GLOCAL
（略称：IGL ）に統一

2012 年
ハノイ事務所

世界第 9 位の会計事務所
Crowe に参画
Ha Noi

2013 年
パートナー企業
株式会社バリュークリエイトと
協力しセミナー事業開始

2014 年
記帳代行専門会社

VINA BOOKKEEPING

プノンペン
事務所

Vietnam

設立

2015 年
ビンズン事務所開業

2017 年
シェアオフィス
開業
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ビンズン
事務所

Cambodia

Phnom Penh

Binh Duong
Ho Chi Minh

ホーチミン
事務所
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サービスについて

ワンストップで
快適なサービスを。

2017年7月に現地法人や駐在員事務所として登記が可能なシェア
オフィスのサービスをホーチミンで開始しました。
新規の駐在員事務所や少人数の現地法人といった、低コストで小
規模な拠点の開設にご利用いただけます。
同ビル別フロアにI-GLOCALが入居しているので、何かお困りの際
にはすぐに相談可能です。

お客 様が本 業に専念できるようサポートいたします 。

進出前
ベトナム
進出支援

1

ベトナム進出に向けて、
事業展開や経営管理に
ついての事前相談。

進出

設立手続

1

進出形態／事業展開

ベトナムで行う事業についてのスキーム、
取得するライセンスなど、最新法令に
基づく助言

ベトナム現地での労働許可証、
ビザ、個人
所得税、住宅など幅広くご相談が可能

3

経営管理

拠点設立後の経営管理について、会計
税務を中心に最新法令・実務に基づき助言

4

M&A／デューデリジェンス

ベトナム会 計 税 務に精 通した担当者が
レポーティングを行い、豊富な税務調査
支援の経験に基づきリスクを洗い出し

申請書類の準備

2

申請書類の進捗管理

申請書類の受理進捗について役所へ小まめに確認し、
スムーズな
立ち上げをサポート

3

設立後の諸手続

印鑑作成、企業登記の公示など本業開始までに必要な手続を一括
して実施

4

駐在員の赴任準備

現地駐在する方の労働許可書・ビザについても拠点設立と同時
進行でサポート

5

持分譲渡の登記手続

新規拠点設立だけでなく、
M&A や合弁会社の登記手続も実績多数
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進出後、必要になる会計税務や人事労務に関するサービスを提供いたします。
また、
グループ会社
による会計監査も可能で、
ワンストップでお客様が本業に専念できるようサポートします。

1

記帳代行

2

税務申告

日・英・越の３言語対応。月次決算早期化や連結パッケージ
作成などご要望に沿ったサービスを実施

ベトナム特有の課題をトータルサポート

現地駐在の事前準備

進出後の
経営管理

専属担当者からの丁寧なご案内に加え、
日本側の各手続についても
東京事務所がサポート

日本語によるワンストップサービス

豊富な事例に基づくアドバイス

2

ベトナム拠点の設立に向けて、専属担当者が事業
開始までの各手続をサポートします。
またM&Aや合弁
会社の立ち上げもお任せください。

進出後

労務コンプライアンス

法人税、個人所得税など各税金に対し、正確かつ保守的な
計算を行い将来の税務リスクを軽減
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専門スタッフによるベトナム労働法対応のコンサルティング

3

税務調査対応

8

社内規則作成

4

移転価格税

5

会計監査

6

内部監査・監査役監査

過去の豊富な経験に基づき、専門のコンサルタントがベト
ナム特有の厳しい税務調査に対応

就業規則、賃金テーブルなど社内規則の作成支援・
レビュー

移転価格文書化に加え、近年厳しさを増す移転価格税の
調査に向けたアドバイスを実施

世界第 9 位の会計事務所 Crowe のベトナム法人である
グループ監査法人が実施

豊富な経験に基づいたリスク対応支援。株式会社の監査
役会会長の就任実績も多数
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ビジネスサポート
税務調査

駐在員
事務所設立

800

IGL

会社設立

月次決算
早期化

会社清算

M＆A

ライセンス
取得

社超を

サ ポ ートして いる
実 績と経 験 。

労務問題

ベトナムビジネスにおけるパートナーとして

1

実績に基づくアドバイザリー

2

充実したセミナーへの無料招待

3

ベトナムビジネス法令情報の
配信

経験豊かなコンサルタントによる会

自社セミナールームにて開催。ベトナム

日本語による週２回以上のベトナム

計事務所の枠を超えた情報提供。

人幹部の人材育成をサポート。

法令ビジネス情報配信。

ベトナムビジネスのあらゆる
相談に専門家が対応
会計、税務、労務、
その他各種ビジネスに関する
ご相談について、経験と実績豊かなコンサルタント
が対応いたします。800社を超えるお客様をサポート

料金は定額制・さらに割引も
「いつでも、お気軽にご相談頂きたい」
という想
いから、定額制にてサービスを提供しています。
ま
た、本契約をご締結の場合、他のサービスについ
ては原則20％割引にてサポートいたします。

してきたことにより蓄積されたノウハウにより、
あら
ゆるご質問に関してスピーディーに回答し、
お客様
の問題解決に貢献します。また専門スタッフが
毎 週 法 令のアップデートも行い、最 新 情 報を
ニュースでお届けします。

ベトナム人・日本人向けセミナー
へ無料ご招待
各 事 務 所とも40 名 程 度 収 容 可 能なセミナー
ルームを設けており、年 間 200 回を超えるセミ
ナーを実施しております。お客様同士の交流の

ビジネスサポート（経営管理支援）

場としてもご活用いただいています。

様々な業種のお客様を支援してきた実績により、豊富な事例に基づく助言や各種サポートを行って
います。最新法令情報のご提供や、セミナーへのご招待など会計事務所の枠を超えたサービスを
ご提供します。
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ネットワーク

ベトナム

カンボジア・東 京

ホーチミン事務所

プノンペン事務所

14 th Floor, TNR Tower, 180 - 192 Nguyen
Cong Tru Street, District 1,
Ho Chi Minh City, Vietnam
TEL：+84-28-3827 8096
FAX：+84-28-3827 8097

13th Floor, Phnom Penh Tower, #445,
Monivong Blvd and corner with street 232 ,
Boeung Pralit, 7 Makara District,
Phnom Penh, Cambodia
TEL：+855-23 964 405
FAX：+855-23 726 214

東京事務所
〒104-0061

ハノイ事務所
Room 1206, 12th Floor, Indochina Plaza
Ha Noi Tower, 241 Xuan Thuy Street,
Cau Giay District, Ha Noi, Vietnam
TEL：+84-24-2220 0334
FAX：+84-24-2220 0335

東京都中央区銀座1丁目18番2号 辰ビル7F
TEL：03-6773-4850
FAX：03-6263-0888

関連会社
VINA BOOKKEEPING CO., LTD.

記帳代行

Crowe Vietnam Co., Ltd (Crowe Vietnam)
VALUE CREATE CO., LTD

ビンズン事務所
G Floor, Sora Garden, Lot C. 18, Hung Vuong Blvd, Hoa Phu Ward,
Thu Dau Mot City, Binh Duong, Vietnam
TEL：+84-274-222 1452
FAX：+84-274-222 1453
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監査法人

研修事業

ホーチミン

ハノイ

14th Floor, TNR Tower,
180-192 Nguyen Cong Tru Street,
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

12th Floor, Indochina Plaza Ha Noi Tower,
241 Xuan Thuy Street,
Cau Giay District, Ha Noi, Vietnam
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Board Members

Outline
名称

グループ
I-GLOCAL（アイ・グローカル）
略 称：IGLグループ

設

2003年9月4日

立

グループ企業
業務内容/法人所在地/設立年月

株式会社 I-GLOCAL

（コンサルティング業務／日本／2001年9月設立）

I-GLOCAL CO., LTD.

株式会社I-GLOCAL

創業者 グループ代表

（コンサルティング業務／ベトナム／2003年9月設立）

代表取締役

VINA BOOKKEEPING CO., LTD.

I-GLOCAL CO., LTD. 代表取締役

蕪木 優典（かぶらぎ ゆうすけ）

（記帳代行業務等／ベトナム／2014年4月設立）

實原 享之（じつはら たかゆき）

1972年生まれ。
1994年3月に慶応義塾大学経済学部卒業。
1996年10月より大手監査法人に入所後ベトナム駐在
を経て、2003年に独立。

Crowe Vietnam Co., Ltd (Crowe Vietnam)

（監査業務／ベトナム／2008年11月設立）

神戸大学工学部卒業。
不動産開発会社にて営業と経理を経験後、リーマン

I-GLOCAL CAMBODIA

ショックによる倒産で退職。

（コンサルティング業務／カンボジア／2010年4月設立）

米国公認会計士試験に合格し、2009年よりI-GLOCAL

日本人では初めて、ベトナム公認会計士試験に合格

に入社。2010年に、外国人としては最年少、日本人と

し、ベトナム公認会計士となる。

しては4人目のベトナム公認会計士試験合格。

2012年よりベトナム 法 人 の 代 表 取 締 役に 就 任し、
2016年より日本法人の代表取締役に就任。

VALUE CREATE CO., LTD

（研修業務／ベトナム／2013年3月設立）

グループ資本金
2018年5月末時点

代表者

グループ社員数
2018年5月末時点

顧客実績

I-GLOCAL CO., LTD.

I-GLOCAL CO., LTD.

I-GLOCAL CO., LTD.

取締役副社長

取締役副社長

取締役

Tran Nguyen Trung

（チャン・グエン・チュン）

Vo Tan Huu

ハノイ事務所代表

福本 直樹

（ヴォー・タン・フー）

（ふくもと なおき）

ホーチミン市工科大学在学中、国費

2003年ホーチミン経済大学卒業。

留学生に選抜され、日本に9年間留学。

ベトナム大 手 会 計 管 理ソフトウェア

大阪大学大学院情報ネットワーク学

会社で2 年間経験後、I-GLOCALに

2005年明治学院大学大学院修了。
2005年より税理士法人で国際税務に
従事し、2007年に税理士登録。その後

専攻を卒業後、大手SIベンダーに勤務

入社。I-GLOCAL創業時から、会計・

日本の大手税理士法人にて勤務を続け

し金融系 基 幹システムの開 発・保 守

税務・M&Aアドバイザリーに従事して

つつ、2011年より月の半分をベトナム

に従事する。

いる。2010年に第1回ベトナム税理士

に出張しながらI-GLOCALを兼務。

2008年より I-GLOCAL CO., LTD.

試験に合格、また2012年にはベトナム

2014年よりI-GLOCALハノイ事務所

に入社し、投資、会計税務、及び各種

公認会計士試験に合格。今まで圧倒的

代 表として会 計 税 務に限らず、投 資、

業務構築コンサルティングを担当する。

多数のベトナム進出日系企業の会計

労務、移転価格など幅広く、ベトナム進出

税務アドバイザリー経験を持つ。

前のご相談および進出後の日系企業に

４億円超
蕪木 優典（かぶらぎ ゆうすけ）
實原 享之（じつはら たかゆき）
約260名

800社超

（うち99％が日系企業、4割程度が上場企業の現地拠点）

ウェブサイト

http://www.i-glocal.com

Eメール

info@i-glocal.com

対して各種コンサルティングを担当する。
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