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1.2. 会社概要 

項目 詳細 

正式名称 Golden Era Investment Ltd. 

ホームページ www.goldenera.vn 

設立日 2010年1月     業務開始：2011年1月 

住所 GMA Building, Floor 1, 307/6 Nguyen Van Troi, Ward 1, HCMC, Vietnam  

代表取締役社長 Vu Hong Thu 

事業内容 • 日本語・英語・ベトナム語翻訳通訳会社 

• 総合的なサポート (コールセンターサービス) 

人員体制 • 事務所スタッフ 

• 通訳者システム 

• ネイティブ チェッカーシステム 

• ローカル企業ネットワーク（法律、人事、大学、その他） 

電話 08.3844.1808    Fax：08.3844.1878 

Hotline 0903.147.068 

Email info@goldenera.vn  

mailto:info@goldenera.vn


コーラ・バリュー 
- INNOVATIVE (革新的精神) 

     “革新的精神”は企業の存在に不可欠な要素。革新的精

神があればこそ、企業が存続できる。常に、いかなる時

も革新的精神を持続促進し、企業を構築すべきである。 

-  CREATIVE（創造力） 

     若者のエネルギーを活用。アクティブで想像力あふれた

環境を築くことを目指す。社員一人ひとりの力を発揮し、

企業のシナジー効果を創出。社員それぞれが自分なり

の働き方を実現し、固定概念にとらわれない環境で、企

業への貢献を目指す。 

• COOPERATIVE (協調) 

     企業力を強化するには、社内におけるメンバー同士の絆

の強化が命題。互いに協調し、前向きに努力を重ねるこ

とで会社の発展を支える。 

CREATIVE 

COOPERA
TIVE 

INNOVA
TIVE 



1. 「人ともの」を尊重する文化：企業が利益を追求すると同時に、企業の発展を支える「顧客・
社員・社会・パートナー」の方々の利益を第一に考え、ビジネス活動を進める。また、企業活
動に関わる 「人」のほか、「もの」も地球の大事な資源、プロダクトと考える。営業活動を通じ
、地球の資源や自然を豊かにし、人材能力を効果的に活用し、美しい緑豊かな地球の創出
に寄与する。 

2. 利益性尊重：企業の成長は利益で示され、成長を支える根幹である。利益が下がれば、企
業は永続することができない。企業の利益を高めるため、すべての社員が企業のプロダクト
はサービスではなく、”ソリューションであること”を認識し、お客様 に最適なソリューションを
提供できるよう、各自の力を最適に活用するのが望ましい姿である。 

3. チャレンジ精神：ビジネスマンとは、失敗を恐れない人間ではなく、自らの恐れを冷静に認め
、判断や行動ができる人間である。チャレンジ精神が企業発展の原点である。 

4. オープンマインドで、決断 ：「聞く耳をもつ」こと、常にオープンマインドに物事を見ることが
できる人は、チャンスをうまく把握することができ、先入観にとらわれず物事を「利益化」でき
る。 

5. 時代精神：万物は変化を続ける。会社が固定概念にとらわれると、いつか終わりを迎える。
どんな時代においても人が求めるものは会社のサービスや商品ではなく、商品やサービス
の背景にある「ソリューション」、もしくは人の 「夢、希望、情熱」である。そのため、企業が時
代に合わせ、時代の求めるものをタイムリーに把握し、永続を目指すべきである。 

経営理念 



www.themegallery.com 

会社との関係側 

会社 

顧客 

社員 

パートナー 社会 

自己 



 

グローバル化をモットーに、大
手企業の一翼を担う 

 

長く存続する企業100年先も
続く企業に 

 

利益性と労働環境の向上にお
いて、トップ企業を目指す 

 

 

会社のビジョン 



2. サービス内容 

紹介 1 

サービス内容 2 

実績 3 

あとがき 4 



翻訳 通訳 

通訳翻訳 
コールセンター 

(総合サポート） 

GOLDEN ERA 

法務的 

サポー 

ト(企業 

設立、 

人事 

紹介) 

ビジネ 

スマッ 

チング 

その 

他 

サポー 

ト 

2. 業務内容 



翻訳分野 

書庫、出版物など
の翻訳 

ホームページ 

特許、契約等 各種専門分野の翻訳 

翻訳公証サービス 



      翻訳方針 

GOLDEN  

ERA 

スピード 

品質 

価格 



翻訳体制 (三つの柱） 

1 

優秀な人材 

2 

確固とした

プロセス 

3 

テクノロジ

の活用 

翻訳体制 



高度な能力を備えた人材体制 

翻訳成果 
翻訳者自身の 

能力 

社内育成シス
テム 

1.翻訳技術 
2.文書の扱い方 

社外翻訳者 

ネットワーク 

ネイティブチェッカー 



PLAN 

文章分析 

DO 

翻訳＋3段階 

チェック 

CHECK 

校正 

ACTION 

納期 

1. 翻訳担当部長が顧客から資料を受け取り、
分類後に適切な翻訳者を指名 

3.資料の校正スタッフ(ベトナム人、日本人、ア

メリカ人がそれぞれの該当言語を担当）が文書
を最終チェックする。 

2. 翻訳者が作業期間中、部長が常に進捗確認。
翻訳＋2回チェック 

4. 部長が翻訳文書を集約。顧客に納品し、満
足度に関するフィードバックをヒアリング。 

2. 確固とした翻訳プロセス（体制） 

14 



実績 

• Golden Eraは、8年以上に渡り、Aeon、Takashimaya、Honda

、Tokyu、YKK、LIXIL、Dentsu Alpha、Sapporo、JTBを始めと

した日本の一流企業各社に高品質な翻訳サービスを提供
するベトナムのNo1翻訳会社です。 

• 他の翻訳会社と異なり、弊社では日本語・英語とベトナム語の
みの翻訳に特化しております。 

• 取引企業は日系大手企業以外は、Bosch（ドイツ）を始めとする

欧州企業、シンガポール、タイと多岐に渡り、さらにJICA

、JETROなど公的機関からの信頼も得ております。 

• 国内では、外務省、計画投資省、産業貿易省、市
人民委員会など公的機関に対し、高官レベル代表団向けの
通訳業務を専門にサポートしています。 



• 弊社の通訳者ネットワークは、ホーチミン市、

ハノイ、ダナン、フエ、ドンナイなど国内の各

地域と大都市を網羅する通訳者ネット
ワークを有しています。対応プロジェクトは、
長期・短期通訳、市場調査、プロジェクトチェ
ーン通訳など幅広くカバーしております。通訳
形式として、同時通訳、リエゾン通訳、逐次通
訳、日本語MCなどの様々なパターンを対応
可能です。 

 

実績 



 翻訳分野では、3段階のチェック機能を有し、納
品前に翻訳内容の品質を厳しく管理するため日
本人とアメリカ人によるネイティブチェックを実施し
ます。技術、医療、文化、教育、ビジネス、投資、金
融、銀行、保険など幅広い業界に対応しとおります。 

 翻訳チームは豊富な知識・長年の経験を持ち、
業務にあたり文書だけでなく、機密情報など細心の
注意を払い、情熱を注くスタッフが揃っています。 

実績 



2.実績（各種分野資料の翻訳） 

 毎月、約500百枚分以上の資料の翻訳くを進め、その内

、日本作品や出版物の翻訳も行っております。 
 政府機関プロジェクトJICA、JETRO（地域振興プロジェクト、市
場調査、視察、環境、農業、産業などのための通訳者派遣サー

ビス、ベトナム国家基準（ＴＣＶＮ）や日本産業規格（
JIS)の翻訳レベルがたかい文書も翻訳実績が豊富です。 

 更に、民間セクターでは100社以上の民間企業のビジネス関
係資料 (人材育成、技術移転、業務委託、ビジネス提携、教
育プログラム、経済契約、文化交換、フランチャイズなど）や商
品マニュアル（医療、美容、製造、ものづくり、文化、などすべて
）を数多く扱っていました。 



絵本 

2. 実績１(事例）：日本作品の翻訳 

日本語原作 

ベトナム語
版デザイン 



ビジネス関連書庫 



2. 医療出版物 



  2. 実績２（日本作品の翻訳） 

日本語原作 ベトナム語版デザイン 



日本語原作 ベトナム語版デザイン 



対応可能通訳形式 

同時通訳 

ウィスパリング通訳 

会議通訳 

 逐次通訳 



社外翻訳者/通訳者システム 

優秀な通訳者 
登録は100
名以上！ 



幅広い能力を有する翻訳者 

 

1. 幅広い能力のある翻訳者システム： 
 

 多様なパターンの通訳対応可能：同時通
訳、逐次通訳、同行、長期プロジェクトな
ど、各種対応可能。 

 

 お客様の予算に合わせた提案：プロジェ
クトに対応した適切な通訳者を紹介 

 

 経験豊かな通訳者：日本語能力のみなら
ず、日本に長期留学経験あり。文化、ビ
ジネスマナーなど様々な分野（医療、法
律、化粧品、政治、経済、建築、機械、も
のづくり全般）と多岐にわたり知識も豊富
。質の高い翻訳を提供。 

ネイティブスピー
カーレベル 

2級レベル 

一級レベル 

政府プロジェク
ト、重要プロジ

ェクト 

商談会、重
要プロジェク

ト 

予算の少ないプロジェ
クト 



社外翻訳者/通訳者システムのコアバリュー 

1. 日本語能力 

2. 専門知識 

3. 通訳実務経験 



実績写真 

司会進行： 

 



実績写真 

司会進行： 

 



2.2.クライアント 

ベトナムホンダ ベトナム 電通アルファ 



クライアント 

製薬・医療機器販売会社 
日本製鉄株式会社 

(シンガポール工業
団地運営会社) 

ヤマハ楽器株式会社 

ベトナム全国放送局 



ゴールデンイラコールセンター 

• 全面的なサポートサービス 



法的サービス（会社設立、ワークパーミットの取得、ビザ申
請、保険免除手続きなど） 

人事紹介 (日本語人材の紹介サービス）       

ビジネスマッチング (ローカル企業とのマッチング、同行サ
ービス） 

不動産探求（無償な不動産探求） 

相談窓口（市場調査、小さな相談でも承ります。）  

総合コンサルタントサービス 

ゴールデンイラ総合コンサルタントサービス 



弊社の強み 

• ベトナムの行政機関、ビジネ
ス民間、産業協会、大学から
出版業界まだ幅広い人脈を
お持ちしております。 

我々の強み 

ノウハウ、 

知識 
ネット 

ワーク 

交渉経験 

や調達力 

• お客様に代わり、長年に
貯蓄してきた知識やノウハ
ウを発揮し、サポートいた
します。 

• ベトナム市場、労働
市場、ビジネス文化
や労働者真理につ
いてのノウハウを誇
りに思っております 



 
日本語・英語・ベトナム語の
翻訳通訳派遣またはベトナム
における総合的なサポートな
らどうぞゴールデンイラへ 

ゴールデンイラだからできること 



GOLDEN ERA NO1 TRANSLATION COMPANY 

 翻訳通訳ならベトナムNo.1日本語翻訳通訳会社 

 総合サポート窓口（どんな小さなご依頼でもコール
センターでお引き受けします） 
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言葉は人を繋ぐ。 


