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BacBon Limited is an ed-tech company providing e-Learning services to B2B and B2C marketplaces. Since starting as Social Enterprise in 2013,
BacBon Ltd. has led the ICT education and development sector in Bangladesh, especially by e-Learning business, o shore software development,
and ICT in education research. BacBon Limited has long experience of projects funded by many international organization such as World Bank,
JICA, Google Inc, UNDP and ADB. BacBon Limited has worked with 50+ clients from Japan, the United States, and Asia during the last eight years.
BacBon believes that connectivity between ICT and Education is the critical enabler of the people's socio-economic development in this era and
focuses on all potential advantages of ICT innovation for the improvement of Education.

BacBon ltd. は2013年の設立以降、ICT技術によるバングラデシュの教育改革を先導してきました。
どのような人の手にも質の高い教育が届くよう、e-Learningやソフトウェア開発をはじめとするICT技術と教育の可能性を追求しています。

【Our Activities】

-

Abdul Matin Sheikh Maheen
BacBon School
BacBon Tutors
e-Learning content development, Distribution
and Maintenance

-

Software Development Solution and
Maintenance Service

-

Data-Driven Social Research and Consultancy
English Writing Improvement service etc…

-

Masters from Hitotsubashi University, Tokyo
Honors from University of Dhaka, Dhaka
Managing Director / President of BacBon Ltd.
Secretory General of BacBon Foundation
Co-founder of e-Education ( Japan based Approved NPO )
Consultant experience at ADB, JICA, WB, UNDP and
Private company CASIO

Email : abdulsheikh999@gmail.com
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【Our Platform】

https://www.bacbonltd.com https://bacbonschool.com

BacBon Ltd.はバングラデシュにおいて、個人・企業を対象としたe-Learningのサービスを展開しているICT教育企業です。農村部の貧しい学生を対象とした、
DVD授業から始まった活動は、その後、e-Learning事業やソフトウェア開発、ICT教育の研究調査などへ事業を拡大し、バングラデシュにおけるテクノロジー
と教育の開発分野を先導してきました。BacBon Ltd.は世界銀行やJICA、Google、国連開発計画、アジア開発銀行などの大手国際機関との共同プロジェクトを
実施しており、2013年の設立から約8年となる現在、日本やアメリカ、アジアなど世界各地50社を越えるクライアントと提携しています。ICT教育は、現代に
おける社会・経済的発展に欠かせない要素であると信じ、どのような人の手にも質の高い教育が届くよう、ICTと教育の最大限の可能性を追求し続けています。

During the last 8 years, BacBon Limited has been leading ICT educa on and development sector in Bangladesh. BacBon believes
that connec vity between ICT and Educa on is the cri cal enabler of the people's socio-economic development.
【プラットフォーム】

【事業紹介】
Abdul Matin Sheikh Maheen

-

BacBon School
BacBon Tutors
e-Learning コンテンツ開発、流通、管理
ソフトウェア開発、管理維持
データマイニングによるソーシャルワーク研究とコ
ンサルタント事業
等

ダッカ大学開発学部卒、一橋大学国際公共政策大学院修士
BacBon Ltd. 創設者・代表取締役
BacBon Foundation 会長
認定NPO法人e-Education 共同設立者
ADB, JICA, WB, UNDP, CASIO(株)でのコンサルタントを経験

Email : abdulsheikh999@gmail.com
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英語添削事業
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