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企業概要

株式会社コードラバーズベトナム

CodeLovers Vietnam .,JSC
5th Floor, ACCI building, no. 210 Le Trong Tan street, Khuong Mai ward, Thanh Xuan district, Hanoi, Vietnam
Tel: 050-5306-9989    E-Mail: sales@cls-vn.com     Website: http://cls-vn.com
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企業概要
会社名 株式会社コードラバーズ・ベトナム（CODELOVERS VIETNAM., JSC）

資本金 3000万円

設立 平成25年3月　（3/2013）

代表取締役 NGUYEN NHU ANH （グエン・ニュ・アイン）

事業内容
・システム開発／オフショア開発
・ITソリューションズ
・SAAS/CLOUDサービス

従業員数 100名

本社(Hanoi)
5th Floor, ACCI building, no. 210 Le Trong Tan street, Khuong Mai ward, 
Thanh Xuan district, Hanoi, Vietnam
TEL: 050-5306-9989                             E-MAIL: sales@cls-vn.com 

HCMC支店
22th floor, Saigon Trade Center, 37 Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, 
District 1, Ho Chi Minh City

東京事務所 〒135-0016 東京都江東区東陽4-3-1 東陽町信栄ビル5階

ホームページ http://cls-vn.com 

グループ会社 株式会社サテライトオフィス

製品品質管理、セキュリティISO認定
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グループ企業概要

株式会社サテライトオフィス

CodeLovers Vietnam .,JSC
5th Floor, ACCI building, no. 210 Le Trong Tan street, Khuong Mai ward, Thanh Xuan district, Hanoi, Vietnam
Tel: 050-5306-9989    E-Mail: sales@cls-vn.com     Website: http://cls-vn.com
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グループ企業概要:　（株）サテライトオフィス
会名 株式会社サテライトオフィス

代表取締役 原口　豊

設立 1998年7月

資本金 7000万円

事業内容
サテライト環境で企業様をビジネス支援するサービスを展開しています。
Google Apps販売、開発、AmazonEC2開発などのクラウドコンピュー
ティングに特化し、SaaS型サービスのビジネス支援を展開しております。

従業員数 90名（契約者を含む）

本社
東京本社　〒135-0016 東京都江東区東陽4-3-1 東陽町信栄ビル4階
大阪支社　〒530-0001 大阪市北区梅田１丁目11番4号大阪駅前第４ビ
ル9階

連絡先
TEL : 050-5835-0396
FAX : 050-6861-2893
E-Mail : contact-info@sateraito.co.jp

ホームページ https://www.sateraito.jp/ 
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※Google Apps などのクラウドコンピューティングに特化したソリューション

　　⇒現在：4000社の導入支援の実績がございます。
全アドオン導入社数4万9613社/1152万7779アカウント以上でご利用！！

テレビCM放映中

https://www.sateraito.jp/


グループ企業概要:　（株）サテライトオフィス
サテライトオフィス・Google Apps 導入支援ソリューション

※Google Apps などのクラウドコンピューティングに特化したソリューション

　　⇒現在：4000社の導入支援の実績がございます。
全アドオン導入社数4万9613社/1152万7779アカウント以上でご利用！！
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事業紹介

株式会社コードラバーズベトナム

CodeLovers Vietnam .,JSC
5th Floor, ACCI building, no. 210 Le Trong Tan street, Khuong Mai ward, Thanh Xuan district, Hanoi, Vietnam
Tel: 050-5306-9989    E-Mail: sales@cls-vn.com     Website: http://cls-vn.com
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事業内容

システム開発／オフショア開発
● アプリ／Webサービス開発
● 業務システム開発
● システムマイグレーション
● 既存システム改造／保守サービス
● オフショアのラボ型開発サービス

● 先端技術によりDXソリューション
● B2B業務管理支援ソリューション
● AI/ブロックチェーンソリューション
● リモートワーク向けソリューション
● Google Workspace向け業務アドオンソリューション

ITソリューションズ

● Google Workspaceを拡張するクラウドサービス運用
● ISO資格電子化クラウドサービス運用

SAAS/CLOUD サービス
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業種割合／市場セグメント

9

ベトナム国内向け

金融 保険 日系

小売

介護

物流

医療

多店舗管理、受発注管理、販売管理

訪問介護、介護向けシフト管理

在庫管理、車両管理、生産管理

DICOM開発、治療進捗管理

日本企業向け

その他

B2C/C2Cマッチング、予約



新規事業支援サービス

システム開発・オフショア開発

事業紹介

業務システム開発サービス

レガシーシステムを移行サービス



新規事業支援サービス
スタートアップの企業や新規事業向けのアプリケーションやWebサービスなど、テレワークが可能な

システムで提案・構築します。

Planning
企画

PoC
可能性

Prototype
プロトタイプ MVP Product

プロダクト化
Running

運営

ローンチ

・事業企画コン
サルティング
・RFP作成支援
・提案作成支援

・実現技術可能性の検証用の調査や研
究開発(PoC)
・検証用のプロトタイプ開発
・MVP策定支援

・要件に応じて開発ディレクター、
ブリッジSE、デザイン、プログラ
マなど豊富な開発リソースを提供
し、MVPから本番のプロダクトま
で開発支援。
・中大規模プロジェクトにもリソー
スを確保する可能。

・保守／運用支援
・追加開発支援

得意な分野

C2C/マッチング系、
コンシューマー系

介護EC/通販
AI／AR

ブロックチェーン
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新規事業支援サービス（事例）

https://tinyurl.com/y5uvb7jh

沖電気工業株式会社
AIエッジパートナーシップ
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業務システム開発サービス
● 業務効率を向上するためのツールやアプリケーションなどの開発を行います。

● お客様に合わせて最適な「GoogleWorkspace(旧：G-Suite)」の導入およびカスタマイズをご提

案し、機能拡張、アドオン開発を行います。

● 製造現場における⽣産管理システム開発、クラウドサービスを活用したシステム開発を行いま

す。

ワークフロー 日報／交通費精算  ⼯程管理 来客／受付管理

在庫・配分管理
システム

製造⼿順管理 多店舗管理／売上
／販売管理

勤怠管理
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レガシーシステムを移行サービス
老朽化されたシステムを新しい言語または新しいプラットフォームへマイグレーションを支援
するサービスです。

調査・要件定義 移行計画 移行作業 運用

・現状ヒアリング
・既存システム調査
・既存システム分析
・要件取りまとめ

・詳細調査
・詳細分析
・移行計画策定
・移行テスト策定

・移行ツール開発
・テストツール開発
・事前検証
・比較総合テスト

・稼働準備
・本番運用
・保守サポート

作業種類

アプリケーション・シス
テムの移行 データ移行 データベース移行

マイグレーション方法

新言語で書き直し オープンシステム
へ移行

ローコード
プラットフォーム

(OutSystems)
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オフショア開発
▪ ラボ開発のサービス内容 

ラボ開発とは

一定期間において一定の要員を常に確保する契約です。お客様専属の開発チームを海外に用意します。安定的で長期に発展するオフショア開
発形態です。

● 契約形態は民法により準委任契約となります。
● 契約内容は「仕事の完成」でなく、「業務の処理」です。

ラボ開発の特徴
● 専属の優秀な人材が確保できる

● ノウハウが蓄積ができる

● 開発体制を作り上げることができる

● 指示の変更、管理が自由に行える

● 開発から保守まで自由にチームを使える

● 要求仕様や設計書の確定が必要ない

利用技術 Objective-C／Swift／Java(Web/Android)／C#／Python
PHP／Ruby／NodeJS／MySQL／SQLServer／Sqlite／Raspberry
Office365／G-Suite／Google Add-on／GAE／AWS
OpenFire／WebRTC／OpenCV／Solr／ElasticSearch／IBM Watson

▪ ラボ開発体制

BrSE

御社
SE・PM

BrSE

PG PG PG

御社
SE・PM BrSE

PG PG PG

御社
SE・PM

PG PG PG

1 2 3

弊社
開発ディレクター

弊社
開発ディレクター
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ラボ型開発のご紹介

受託開発（請負） ラボ開発（月額） 常駐（月額）

定義 プロジェクト単位での契約で
す。プロジェクトによって要員
を配属します。期間が短いプロ
ジェクトには一番最適な開発形
態です

一定期間において一定の要員を常
に確保する契約です。お客様専属
の開発チームを海外に用意しま
す。安定的で長期に発展するオフ
ショア開発形態です

難易度の高い案件で、よりス
ムーズな業務遂行の為、１名以
上のベトナム人BrSEが御社に常
駐し、遠隔で開発チームを率い
る開発形態です

品質責任 受注 発注 発注

納品 あり なし なし

開発 ウォータフォール アジャイル可能 アジャイル可能

人材 ・メンバーを集める早い
・メンバー指定できない

・体制設定時間がかかる
・メンバー保管可能

・体制設定時間がかかる
・メンバー保管可能

※ PC、MAC等弊社のほうで用意します。特別な器械の要望がありましたらご用意頂きます。

ラボ開発とは

一定期間において一定の要員を常に確保する契約です。お
客様専属の開発チームを海外に用意します。安定的で長期
に発展するオフショア開発形態です。

● 契約形態は民法により準委任契約となります。
● 契約内容は「仕事の完成」でなく、「業務の処

理」です。

ラボ開発の特徴

● 専属の優秀な人材が確保できる
● ノウハウが蓄積ができる
● 開発体制を作り上げることができる
● 指示の変更、管理が自由に行える
● 開発から保守まで自由にチームを使える
● 要求仕様や設計書の確定が必要ない
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開発プロセスについて

PGチーム

２週間毎に開発、テスト、納期を繰り返すことで、仕様の変更な
どにも柔軟に対応でるのがアジャイル開発です！！！

ラボマネージャー御社の担当者

日本で直接もしくはテレビ会
議で

打ち合わせ

弊社のBrSE
MailやSlackで指示を出す

御社の担当者

要件定義書、設計書、開発企画(WBS等)

trelloやbacklogなどで課題
及びタスク管理

TODO

DOING

REVIEWING

DONE

CLOSED

READY-TO-
RELEASE

アジャイル活用

スプリント
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開発プロセスについて

※　お客様が管理ツール、チャットツールを指定出来ます。

JIRA

Redmine

Backlog

TRELLO

日本語 ベトナム語

リクエストをベトナム語にして社内で管理

日本側の管理ツールにて
進捗状況を報告

御社側でプロジェクト管理のツールをご利用して、弊社と御社で管

理プロセスを作り、開発管理を行います
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コミュニケーションについて

御社が開発ディレクターを 1名選出し、弊社のラボマネージャーとベトナムでのチームを組み開発を行っていきます。

ベトナム人SEが納品を行いますが、随時ラボマネージャーへ相談、組織力強化などを行えます。

開発ディレクター

御社が選出した担当者

ラボマネージャー

相談/定期面談受付

PM支援、組織力強化

新規ラボチームの立ち上げを成功に導く２つのポイント：

PM支援、組織力強化

コミュニケーション力 (テレビ会議対応官能)

テレビ会議を利用して、朝会などの定例会＋
スポットミーティングを常に実施！

1

2

19



オフショア開発：開発ラインナップ

業務システム開発

販売、介護、物流の業界での全般業務管理システ
ムから、日報や交通費精算、勤怠管理など会社内
で利用するツールまでITソリューションを提案す
るから開発・保守まで事業を行います。

シェアリングエコノミー

余るモノ、空間、お金、スキルが共有できる新経
済仕組みのノウハウとそのシェアリングエコノ
ミーパッケージをもってお客さんへ新ビジネスの
モデルを提案し、システム開発を行います。

G-Suiteを拡張するソリューション

アンケートフォーム、組織カレンダー、アド
レス帳、掲示板/回覧板、タイムカード、ワー
クフロー、勤怠管理などGAS/GAEでG-Suite
拡張機能を開発します。

自動チャットボット

ルールエンジンやAIなど仕組みを取り組んでお問
い合わせや販売サポートLINE/FBチャットボット
のソリューションの研究開発を行います。

AIエッジ研究開発

顔認識や画像処理などAIの研究開発を行い、エッ
ジデバイスに搭載するよう独自のエッジエンジン
を構築します。

モバイルアプリ開発

ライブ動画ストリーミングアプリ、ライドシェアア
プリ、会員制のリワードアプリ、店舗と卸売業者の
直販アプリ、EC系アプリ、売上管理等社内業務で利
用するアプリを構築します。

ウェブシステム開発

メディアサイト、競システム・ECサイト、コン
シューマ系Webサービス、B2B/B2C/C2Cサービ
ス、Webベース業務システムなど最適なウェブシ
ステムを構築します。

ブロックチェーン

ブロックチェーン技術を活用し、シェアリン
グエ コノミーに特化した分散型アプリケー
ションを開発する為のプロトコールとトーク
ンエコノミーを 研究している

20



顔認識と画像処理のAIエッジソリューション

ITソリューションズ

事業紹介

G-Suiteを拡張するクラウドソリューション

シェアリングエコノミーソリューション



顔認識AIエッジソリューション

AWS IoT
AWS 

Lambda

AWS 
EC2/S3

AWS API 
Gateway

ウェブアプリ
・トレーニングのツール
・結果表示
・ダッシュボード
・モニタリング

AWS 
Kinesis

AIエンジン
・AIアクセラレーター
・Built-inソリューション
・推論モデル
　・K平均法、LOF、
　・ニューラルネットワーク
　・自己組織化写像（SOM）

※クラウドサービスはAWS以外、GCP等その他も検討中

ユーザーアプリケーション
AIエンジン搭載のデバイス

センサー等IoTデバイス

※PoCのため、
Pi4を検討中

カメラー

グーグルグラス
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顔認識AIエッジソリューション
AIエンジン搭載のデバイス
※　現段階、ラァズベェリィを利用しております（製造コスト、モジュール性、汎用性）。
　　「顔認識」ソリューションを先ずに実装しております。

AI学習済みモデル
(Python)

アプリケーション
(Qt/C)

運用・設定ウェブ
(NodeJS)

API/SDK

GPIO

他社のアプリケーション

他社のデバイス

ラズパイセンサー、モ
ジュール群

アクセラレータ
(Coral／Intel)

OS: Raspberry/Unix

MXNetでモデル
を学習

エッジデバイス
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OKIさんとのAIエッジパートナーシップ

OKIのAIエッジパートーシップは、さまざまな
分野のパートナーとのエコシステムを推進して
います。パートナー企業と共に、AIエッジ領域
の市場拡大を図り、ビジネスチャンスの獲得と
AIエッジコンピューターを活用したさまざまな
ソリューション創出を進めていきます。
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AIパートナーシップ

業務提携

・１０人
・AI専門

・６人
・AI専門

AIのA社（ベトナム法人）

・10名体制
・AI専門
・ソフト系

AIのB社（日本法人）

・6名体制
・AI専門
・ハード系

ソフト系研究開発

ハノイ工科大学情報理工学科
AI研究専用ラボ

業務提携 ◼強み：
・研究開発コスト（日本の３の１）
・優秀な人材を確保
・基盤研究や独自アルゴリズムを多数保有
・幅広い研究内容に対応可能
・基盤研究からプロダクト開発まで体制を整備

販売代理 プロダクト管理

ハード系研究開発

PoC

プロトタイプ
＆MVP

プロダクト化
業務提携
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G-Suite機能を拡張するクラウド型サービス（G-eX）
入力や検索画面などアドオン機能を加えたりすることで、G-Suiteスプレッドシートを円満に
業務管理ツール化するクラウド型サービスです。ペーパーレス時代向け、勤怠管理、経費精
算、在宅予定管理など豊富な業務管理アドオン機能も提供します。さらに、可視な稟議申請
ワークフロー、組織ドキュメント、組織カレンダーなどG-Suiteにはないものがクラウド上で
可能となるため、テレワーク業務に適してるサービスです。
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従業員情報の一元管理 入退社手続き WEB給与明細 勤怠管理

有給休暇管理 勤怠・休暇・経費申請 在宅勤務タイムカード 出社/在宅勤務予定管理

体温&倦怠感確認 社内報告機能 安否確認 参加メンバー追跡機能

 G-eXにて豊富なリモートワーク支援ツールを提供



シェアリングエコノミー・ソリューション
場所・乗り物などの遊休資産を個人間で共有、貸借、交換できる仲介システムを効率よく組み込める

パッケージです。

検索、登録、予約、成約、キャンセル、管理などシェアリン

グサービスに必須な処理プロセスを支えます。ビジネスモ

デルやお客様の要望に応じてカスタマイズ可能なパッ

ケージです！

ビジネスモデル 処理プロセス

B2B : C2C : 
B2C

提供者 利用者

移動シェア 場所シェア
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その他ソリューションズ
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働きの環境紹介

株式会社コードラバーズベトナム

CodeLovers Vietnam .,JSC
5th Floor, ACCI building, no. 210 Le Trong Tan street, Khuong Mai ward, Thanh Xuan district, Hanoi, Vietnam
Tel: 050-5306-9989    E-Mail: sales@cls-vn.com     Website: http://cls-vn.com

30
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代表紹介

31

グエン・ニュ・アイン（代表取締役社長）　
立命館大学大学院 アジア人財資金構想　卒

2003年、ベトナム内トップであるハノイ工科大学を卒業後、自分で作った会
計ソフトで起業し、ベトナムIT業界で活躍。
2007年、「日本から世界へ飛び出し、世の中を変えろ!」という夢をもって、
日本政府奨学金で立命館大学大学院アジア人財資金構想に留学。
2010年、石川県金沢にあるメーカーのグループ会社に就職。 1年半後、自分
の夢を実現するために、東京のITベンチャー企業で従事。
2013年、株式会社CodeLovers Vietnamを設立。
2018年、従業員が70人となりサテライトオフィスのグループへ参入。
「今後も価値のあるサービスをお客様へ提供し、日本からアジア、そして世界
で活躍する企業へと成長していきます。」



ハノイ工科大学紹介（アインの母校）
ハノイ工科大学は、ベトナムで初めてとなる技術系の総合大学です。また、ベトナムの近代化と工業化における高品質な人材育
成を目的として創設された大学です。
ベトナムの大学ランキングは 1位を占めてます（2016年度のランキングを参考）。
日本語の専門学科はないものの、長岡技術大学（機械学系）や慶應大学・立命館大学（IT系）への編入を目指す留学クラスで集
中的に日本語を勉強することが出来ます。
さらに、 ハノイ工科大学では「Higher Education Development Support Project on ICT」（HEDSPIと呼ぶ）という日本側と
提携する教育プログラムがあります。HEDSPIはJICAの支援により日本がベトナムと共同で５年間日本語を教育しながらIT高等
教育人材育成プログラムです。

※ 弊社の中ではHEDSPIの出身のメンバーもいます。

IT学部学部長

弊社がハノイ工科大学と強いコネクションをもってますー！！！

20年前の代表のアイン
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オフィスのあたりの外見：大学が多い！！！

ハノイ工科大

経済大

土木工学大

私立大学

私立大学

３KM

医療大学

銀行大学

組合大学

灌漑大学

弊社の辺りは大学が多く、その中ベト
ナムのTOP大学もあります。
・ハノイ工科大学
・土木工学大学

　↓↓↓↓↓↓↓

・共同研究チャンス
・優秀な人材アプローチ
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ハノイ工科大学で行った共同研究開発

ハノイ工科大学で行った共同研究開発の写真
※当時はIoTテーマでトラッキングロボットを作ってみました
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職場のイメージ
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