会計事務所様にVoKiが選ばれる理由
他社と比較して

コストが安いから
コストは同業他社と比較しても
最安級です

うと
とでい
こ
と
ひ

クオリティが高いから
しかも、金額だけではありません
入力者のスキルは高く、
お客様に最適化いたします

打合せどおりに納品
されるから
そして、打合せ時の納期に合わせ
納品します

コストパフォーマンスが高いから

先生の事務所の記帳代行業務を行う
日本語学校ANON BUSINESS
ACADEMYの卒業生よりメッセー
ジがあります。
メッセージはコチラの
QRコードから読み取れます

代 表 者 紹 介

横山 和寿

株式会社YOKOYAMA KAIKEI GROUP
（横山会計グループ）代表
公認会計士・税理士
＜略歴＞
◆1998 年上智大学経済学部
経済学科卒業
◆1998-2005年の7年間
国際電信電話（株）
（現：KDDI（株））にて、
営業担当としてネットワーク、
ソリューションサービス等の営業活動に従事
◆2008 年より3年間あらた監査法人（PwCグループ）にて監査、
アドバイザリー業務に従事
◆2012-2016年 楽天株式会社にて海外展開戦略立案、
欧州子会社経営管理
（2014-2016年 ルクセンブルク駐在 現地地域統括会社にて
ファイナンシャルコントローラーとして財務・経理のオペレーショ
ン立ち上げ）
◆2016-2017年 ロボットベンチャーの経営管理責任者を経て独立
し、横山公認会計士税理士事務所開業
◆2018年 東京・ホーチミンにグループ法人設立

価格競争

コロナ

人件費の
高騰…

会計事務所として、これからは

付加価値で勝負

しませんか？

Me�a�e

2018年8月に当地ベトナムのホーチミンで会計事務所を設立してから、
今年2020年の8
月に3年目に入りました。
元々、
ベトナム人を雇用し、
英語で指示をしながら、
ベトナム進出さ
れた日系企業に、
ベトナム法に準拠した会計・税務の支援を行って参りました。
ある日、
その後、
VoKiを一緒に起こすことになる光信氏と出会いました。
彼は、
日本語学校
ANON BUSINESS ACADEMYのオーナーをしており、
私に対し
「日本の会計事務所に
対し、
日本法に準拠した会計・税務の支援をするビジネスをやりたい。
学校の卒業生であ
るベトナム人に日本語で指示しながらやっていきたい。
」
という構想を語ってくれました。
そのときの、
「これを、
日本で資格を取り、
ベトナム進出した私が手掛けなければ誰がやる
のか」
という強い使命感に駆られたことを昨日のことのように思い出します。
とはいえ、
最初は、
言葉の壁や、
既存業務の忙しさとの折り合いなど、
いくつもの困難があ
りました。
そんな中でも、
意を決して初めて起こしたベトナム事業のおかげで、
私自身が忘
れかけていた自分を取り戻すことができましたし、
多くの日系企業様に海外進出という新た
な可能性を提供できるという感謝の想いのほうが強く、
苦を感じることはありませんでした。
何より、
ベトナム人卒業生たちの
「未来を掴み取りたい」
という、
純粋で一生懸命な想い
に触れ、
日本人である我々を信じる疑いのない眼差しに、
私たちの心も動かされました。
そうした純粋な気持ちに触れるうち、
今では彼らと一緒に事業を拡大させ、
日本とベトナム
の未来に貢献したいという揺るぎない想いを持っています。
ぜひ、
会計記帳という経済インフラの国際間アウトソースを通じて、
我々に日越の未来を託
して欲しいと思っております。
そして、
これをきっかけに、
貴事務所でもこれから更なる成長発展が期待されるベトナム進
出への足掛かりとしていただき、
お客様と共に発展していきたいと感じております。

会計事務所の業務コスト圧縮サービス

にも
こんな方です
おすすめ

ベトナムを含めアジアへの進出支援を
サービスとして取り入れたい会計事務所様
私たちは、
ベトナム進出支援業務も行っており、
会計事務所の
付加価値サービスとして、
ベトナム進出支援をされるお手伝い
も行っております。
市場調査や視察ツアーのアレンジから、
法人設立のご支援、
設
立後の日越での会計・税務のご支援まで、
会計事務所様と連
携してクライアントがベトナム進出を具体的に検討いただくため
のトータルサポートをしております。

まずはお問い合わせください

info@myvoki.com
TEL. 090-3543-3238
［受付時間］
9：00〜17：00（土・日はお休み）

株式会社 YOKOYAMA KAIKEI GROUP

〒103- 0004 東 京都中央区 東日本橋二丁目28番4号 日本橋CE Tビル2階

ベトナムオフショア記帳のご案内

記帳代行業務はベトナムにおまかせ
ベトナム
オフショア記帳
のご案内

VoKiがあんしんな理由
安価な料金設定
お客様の都合に合わせて料金を算出、
もちろん業界最安級だからあんしん

1

スタンダードプラン
（税抜）

円 ／月

会計事務所が
運営している信頼感

・証憑（レシート等）のスキャンは、顧問先様にて実施

2

オンライン打合せ（ヒアリング）

3

お見積のご案内

記帳を代行するのは日式簿記を学んだ
卒業生だからあんしん

2

完全丸投げプラン
（税抜）

円 ／月

・証憑
（レシート等）
のスキャンは、
弊社にて実施
・資料のやり取りは専用のクリアファイルにいれてポストに投函するだけ
・スキャン後のデータをクラウドストレージに整理して保存(月次・項目毎など)
・スキャン後の証憑を、
整理してファイリングのうえ、
速やかに返却いたします
※郵送料は上記料金に含まれております。
※1社200仕訳を超える場合は別途追加料金を申し受けます。

VoKiを導入するにあたり、
会計事務所様へのお願い

4
5

寧
価格は業界最安級!しかも業務は丁

も同じミスがないように、
私たちは実務も学び、修正について
常に仕組みにしています

ご安心ください。VoKiは安いけど、
質が高くて納期も早いんです
VoKiの品質が高い理由

ご契約

全員が日式簿記を学んでいるから

オンライン面談（具体的な進行手順の打合せ）

卒業生は、
日本語はもちろん、
日本の文化や日式簿記を学んでいます。
なので、経験の浅い日本人スタッフよりもスキルも高く作業も早いです。

ミスを繰り返さない仕組みを導入しています
代表は、日本とベトナムで会計事務所を経営しており勘所を分かっています。
なので、スタッフの成長も早く、PDCAの徹底でミスも繰り返しません。

6

月次の入力スタート

7

納期までに入力済みの帳票を納品（毎月）

◆最初の何回かはZOOMの打合せをお願いします
◆クラウドストレージやクラウド会計ソフトの導入をお願いします
◆毎月の資料の送信、またはクラウドストレージへの保存をお願いします

シフトできるので、
職員を、より利益につながる仕事に
できます
専念
営に
い経
先生はさらに価値の高

・海外のサービスだと質が保たれないんじゃ…
・納期はちゃんと守ってもらえるんだろうか…
・対応が悪かったらどうしよう…

※1社200仕訳を超える場合は別途追加料金を申し受けます。

スキルに自信、
やる気に安心

AT TENTION

お問い合わせ

られます
削減した時間を付加価値業務に充て

VoKiならこんな悩みもありません

VoKi導入の流れ
1

らない
□外注化は本当に信用できるか分か

いません。高いコストで導入して
会計業界はまだまだRPA化が進んで
ています。
も精度がイマイチなんてこともおき
なので安心です。
スト
その点VoKiなら高い精度で低コ

雑な仕訳や、決算 整理 仕訳の
貴事 務所 の仕事は 、チェックと複
ナム人が入力します。
み。日本語、日式簿記を学んだベト
やる気もあります。
経験の浅い日本人よりスキルは高く

VoKiのサービスに含まれるもの

□ IT化は初期投資も高いし精
しかも何度も設定が必要だ…

れて安心です!
RPA導入よりも、高い精度でコストも抑えら

単純で膨大な作業はすべておまかせ

サービス内容

運営しているのは、
日本の公認会計士・税理
士免許をもった会計事務所だからあんしん

3

悩みを・・・
VoKiなら会計事務所様のそんなお

す。
納期までに記帳してお戻しいたしま
ます。
わせ
に合
もちろん、貴所で使うソフト

日本の公認会計士・税理士資格を所持する株式会社
YOKOYAMA KAIKEI GROUP（横山会計グループ）監
修のもと、日式簿記を学んだベトナムの日本語学校の卒
業生とともに、日本の会計事務所向けに記帳代行業務
を行うサービスです。

2

が面倒…
□クライアントからの帳票類の入力
残業が減らない…
□単純作業に職員の時間を使うので
利益も増えるのに…
□付加価値の高い業務にシフトできれば

帳票類のスキャンや写真をとって
メールするだけで終わります

VoKiとは・・・

1

ています!
い
向
に
様
所
務
事
計
会
の
え
考
お
な
ん
こ
、
たとえばVoKiは
度が不安だ、

会計事務所様のご協力を前提としています
お客様にほんの少しだけご協力をお願いしております。
とはいえ、
本当にかんたんなことばかりです。

◆打合せはオンラインでお願いしております
◆スタッフの成長ややる気を温かい目で見守ってください

