
COMPANY PROFILE 

General Information 

Name of Company CodeLovers Vietnam.,JSC 

Address 5th Floor, ACCI Building (N2), no. 210 Le Trong Tan, Khuong Mai, Thanh 

Xuan, Hanoi, Vietnam. 

Year of Establishment 2013 

Number of employees 65 

Website http://codelovers.vn 

Description of business Founded in 2013, CodeLovers Vietnam (CLS) has positioned ourselves as a 

high quality IT / ICT service provider for Japanese partners. In this field, 

“Human” and “Process” have been identified as the key driving forces of CLS 

development and goals achievement. Therefore, throughout the course of our 

operations, CLS has always focused on selection and training our members; 

combined with continuously improving our process. 

Currently, CodeLovers Vietnam proud to has a strong team, with members 

come from both Japanese universities and Vietnamese ones. During their work 

at the company, CLS members continously develop through the Japanese 

working style and Japanese working process. As a motto, our successful 

formula is: Vietnamese intellect combined with Japanese process and 

discipline. 

Over the next few years, CodeLovers Vietnam will continue to pursue our goal 

of becoming a leading company in IT outsourcing, replicate the success from 

the Japanese market to the global market. 

CodeLovers Vietnam（CLS）は、2013年に設立され、日本のパートナ

ー向けに高品質のIT / ICTサービスプロバイダーとして位置付けられ

ています。「人間」と「プロセス」はCLSの成長・目標達成の中心と

して機能している主要な原動力となっています。そのため、CLSは業

務の全体を通して、常に社員に対して選定・研修を行うことに集中し

て取り組んでいる上に、プロセスを継続的に改善しています。 

現在、CodeLoversベトナムは日本大学やベトナム大学から来たメンバ

ーの強みが反映されている活気のあるチームを誇りに思っております

。CLSメンバーは、職場で勤務時間中日本の作業スタイルと日本の作

業プロセスを通して絶えず成長しています。 私たちの成功した手法

は、ベトナム人の知恵と日本人のプロセスと規律を組み合わせたモッ

トーにしているものです。 



今後数年間で、CodeLoversベトナムは、ITアウトソーシングのリーデ

ィングカンパニーになるという目標を引き続き追求し、日本市場から

世界市場への成功を再現します。 

Products/Services - IT/ICT Service consulting 

- Software/App/Web development and maintenance 

- System integration 

- Engineering service 

- Testing 

- IT/ICTコンサルティング サービス 

- ソフトウエア/App/Web開発・メンテナンス 

- システム統合 

- エンジニアリングサービス 

- テスティング 

Target Customers Japan, Vietnam 

Other information Technologies:  

- Web solution / Mobile solution / Enterprise solution 

- Exclusive workflow based on Office 365, G-Suite 

- Google Add-on product 

- Messaging platform for C2C/B2C/B2B app service 

- Sharing economy package to build C2C services like house sharing/car 

sharing etc 

- Chat-bot (FB messenger bot) with business rule engine/AI 

技術： 

- Webソリューション / モバイル ソリューション  / エンタープライ

ズソリューション  

- Office 365、 G-Suiteを踏まえて独自ワークフロー 

- Google Add-on 製品 

- C2C/B2C/B2B アプリケーションサービス用メッセージ発信プラット

ホーム 

- ハウスシェリングやカーシェアリング等といったC2Cサービス構築

のためシェアリングエコノミーパッケージ 

- ビジネスルールエンジンとチャットボット (FB メッセンジャーボ

ット)/AI 

 


