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Amlion Systems PLC / オンライン人事・税務管理システム、入札公示システムの開発

┃来日予定 アフリカ企業紹介 Ethiopia / エチオピア① スタートアップ

┃関心のある日本企業：

┃期待される日本企業との連携：

┃株主構成：
CEO：37.5％、他幹部2名：62.5％（37.5％、25％）

┃他企業との連携前例： －

【JETRO海外事務所の一押しポイント】

2

┃中長期目標：

┃市場規模・ターゲット顧客層：

┃ビジネス概要：

┃強み：

┃社会的影響力：

Amlion Systems社は、1.エチオピアの入札情報を公開する調達マネージメントシステム、2.人事・
税務管理システムを開発・展開している。人事・税務管理システムは、煩雑な税務計算（年金・納
税額等）を自動で計算し、指定フォームに出力される仕組み。
今後は、POSシステムや暗号化技術の向上、旅行マネージメントシステム、レストランでの注文システ
ム、デジタル広告管理等のシステム開発を試行しており、セキュリティ技術、クラウド上のサーバ（＝
SaaSサービス）利用・管理等に強みを持つ日本企業との技術やノウハウの供与、ビジネス提携を見
込むことができる。

URL:http://www.amlionsystems.com/, 
http://www.ethiotender.com/, 
http://www.taxplus.online/

住所:Addis Ababa, Beklo Bet Area, Garad Mall, 1st Floor

オンライン政府入札公示サービス（eTender）、オンライン人事・税務管理システム
（TaxPLUS）等の開発・運用を行っている。

■政府入札公示サービス（eTender）：顧客数1万7,000件、市場シェア6割以上
■オンライン人事・税務管理システム（TaxPLUS）：顧客数1,000件、市場シェア6割以上
■サーバー運営（Webhosting）：市場シェア約1割

システム開発分野での旗艦企業。類似競合企業も出てきている一方、常に明確な対象と目標を掲
げ、他社の模倣ではなく新規性のあるシステム開発を継続。

①eTender：公示情報が公正に届くシステムの構築による公平な競争入札市場の創出
②TaxPLUS：税務及び労務管理の効率化による労働生産性の向上

①政府/民間入札公示サービス（eProcurement）の構築（国内、東アフリカ諸国）
②個人向け資産・家計簿システムの構築（国内）
③アフリカ地域の市場動向提供･市場分析システムの構築
④国内旅行向けプラットフォームの構築 ⑤レストランでの注文管理システムの構築
⑥デジタル広告管理システムの構築 ⑦ビジネスの近代化及び競争力向上支援

設立年:2008年

年間売上高:200,000USD

従業員数:122名（常勤：22名、非常勤：100名）

①各種ハードウェア（POS端末、追跡デバイス）のサプライヤー
②セキュリティー及びサーバ技術に強みを持つ企業
③システム開発へのコンサルティング支援が可能な企業

①win-winの関係を前提とした合弁会社の設立及びそれに伴う出資
②ハードウェアの調達等における長期的なサプライヤー契約
③アフリカ進出を検討する日本企業の現地代理店

🔧日本企業からの技術供与
👛日本企業からの輸入
💰日本企業からの投資・出資

求めているもの

大企業

スタート

アップ

企業規模

http://www.amlionsystems.com/
http://www.ethiotender.com/
http://www.taxplus.online/
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Kifiya Financial Technology PLC / オンライン支払・予約プラットフォームの開発

┃来日予定 アフリカ企業紹介 Ethiopia / エチオピア② 大企業

┃中長期目標：

┃市場規模・ターゲット顧客層：

┃ビジネス概要：

┃強み：

┃社会的影響力：

┃関心のある日本企業：

┃期待される日本企業との連携：

┃株主構成：

┃他企業との連携前例：
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オンライン決済サービスを事業の柱に、金融とITを組み合わせた各種サービスを展開。海外企業との
取引実績も豊富。長距離バスやスポーツのオンラインチケット購入サービスの国内展開を開始しており、
セキュリティ・サーバ関連のサービスだけではなく、チケットの読み取り機器、自動認証ゲート等の製品に
おいて提携可能性を見込むことができる。

日々の各種支払いにかかる時間、手続きを簡素化し、誰もがアクセスできる仕組みを構築することで、人々の
生活環境の改善に寄与することをビジョンに、電気、水道、電話などの公共料金の支払いアカウントの一本化、
海外からのオンライン上での仕送り、長距離バスやスポーツイベントのオンライン予約など、デジタル技術を活用し
た各種プラットフォームの構築及びサービス提供を実施している。

■Lehulu（公共料金の一括請求サービス）：約150万件/月（アディスアベバ市内）
■Yeneguzo（長距離バスチケット予約サービス）：約42万件/月
■Yeneticket（イベントチケット予約サービス）：約20万件/月
■Mela（海外送金サービス）：海外在住のエチオピア人（約200万人）
■デジタルマイクロファイナンス：銀行口座を持たない低中所得者（約1,400万人）
■デジタル農業保険：約50万人の農業従事者

設立年:2010年

年間売上高:500万 USD

従業員数:865名

明確なビジョンと行政・投資家等との幅広いネットワークをもとにした、国内デジタル金融分野での複数サービス展
開実績。

①煩雑な手続きのデジタル化を通じた国の税収及び人々の生産性の向上
②自社単独で750人規模の雇用創出

①上記サービス展開にあたり導入が必要な機器（携帯電話、モバイルプリンター、POS端末、NFCカード、
自動認証ゲート）の提供が可能な企業②フィンテック分野のサービス提供に強みを持つ企業

①City Transit Project（※）における製品・サービスの調達 ②大規模システム構築時の協働
※公共交通機関（バス、鉄道等）の簡易支払いサービス
第1フェーズ：デポジットカードでの支払いサービスの構築・運用
第2フェーズ：オンライン上でのポータルサイトの構築・運用

①政府系システムの構築 ②国際送金システムの構築 ③NW機器（ルータ等）の調達 ④各種
ICT端末（POS端末、携帯電話、NFC）の調達

①デジタルプラットフォームの構築を通じた国内のキャッシュレス化及び生産性向上への寄与
②近隣諸国（ジブチ、エリトリア等）へのサービス拡大

CEO 35％、他幹部4人名 65％（内訳：35％、17％、8％、6％）

URL:http://www.kifiya.com/

住所:PO Box 2451, Addis Ababa, Ethiopia

【JETRO海外事務所の一押しポイント】

🔧日本企業からの技術供与
👛日本企業からの輸入
💰日本企業からの投資・出資

求めているもの企業規模

大企業

スタート

アップ

http://www.kifiya.com/
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┃来日予定 アフリカ企業紹介 Kenya / ケニア① スタートアップ

┃関心のある日本企業：

┃期待される日本企業との連携：

┃株主構成： －

┃他企業との連携前例：

BitPesa社は仮想通貨を通じて国際送金サービスを実施する世界的に革新的な企業である。世界
経済フォーラム(WEF)も同社をグーグルやツイッターが加盟しているテクノロジーパイオニアクラブ(TPC)
のメンバーとして認定した。同社は送金サービス以外にも、国際送金プラットフォーム構築サービスや仮
想通貨取引所の運営も行っている。

┃中長期目標：

┃市場規模・ターゲット顧客層：

┃ビジネス概要：

┃強み：

┃社会的影響力：

4

設立年: 2013年

年間売上高(USD): ー

従業員数: 70人

BitPesa / ブロックチェーン技術による国際送金

URL: https://www.bitpesa.co/

住所: 50 Val Fleuri, 1526, Luxembourg

ビットコインを代替トークンとして活用した国際送金サービス。
ユーザー・アカウント数は23,000件以上、BitPesa経由の取引は年間560,000件以上ある。

アフリカにおける仮想通貨市場（$10億）、アフリカとの貿易（$1.1兆）、アフリカ間貿易
（$4,000億）、アフリカへの送金（$640億）、ラテンアメリカ・カリブ海地域への送金
（$780億）がターゲット。現在の展開国は、ケニア、ウガンダ、タンザニア、コンゴ民主共和
国、ナイジェリア、ガーナ、セネガル、EU（28カ国）で、拡大を続けている。

国外への送金が24時間以内で完了。送金にかかる手数料は徴収せず、法定通貨のレートに利益
分を上乗せして徴収する。

①送金コストが3%未満、②フロンティア市場（アフリカ、ラテンアメリカ、東南アジア）に
て企業がより速く、より簡単に、より安価にビジネスを拡大するのを可能に。

中期：①新規市場への拡大：モロッコ（2018年第3四半期）、南アフリカ（2018年第4四半期）､
中東（2018年第4四半期/2019年第1四半期）
②新製品立ち上げ：ホワイトラベル送金のソリューション（2018年第3四半期）
長期（2019年以降）：支払い以外の新製品追加（SME貸出など） 企業規模

①送金業企業 ②中古車輸出者 ③銀行 ④中小企業⑤ 多国籍企業

左記①～⑤について、後述のような提携を希望。①アフリカ/ラテンアメリカに販路拡大し
たいと思料する日本のライセンスを有する送金会社との提携。②アフリカから支払い徴収
に課題がある企業へのサービス提供。③預金口座の整備、銀行基盤・製品やサービスへの
アクセス。④日本・アフリカ間における支払いの課題解決のためのサービス提供。⑤新し
い電子決済のプロダクトの構築。

①国内外の銀行②ローカルのアグリゲータ（顧客に対する支払いを徴収・分配する事業主）
③世界85か国に渡る電子通貨のブローカー
※全て、ライセンスや認証を有する企業。
オンライン送金プラットフォームのTransferZero（スペイン）を買収し、ヨーロッパにお
ける事業展開および基盤整備を推進。

【JETRO海外事務所の一押しポイント】

🎁 日本企業へのサービス提供
🔧 日本企業からの技術供与
💰 日本企業からの投資・出資

求めているもの

大企業

スタート

アップ

https://www.bitpesa.co/
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PULA / 小規模農家向け保険サービス

┃来日予定 アフリカ企業紹介 Kenya / ケニア② スタートアップ

設立年: 2015年

年間売上高: 100万 USD （2017年）

従業員数: 25人

┃中長期目標：

┃市場規模・ターゲット顧客層：

┃ビジネス概要：

┃強み：

┃社会的影響力：

┃関心のある日本企業：

┃期待される日本企業との連携：

┃株主構成：

┃他企業との連携前例：

リモートセンシング技術（ドローン、衛星）など活用したテクノロジーに関心がある。そのほか、同社の
保険プラットフォームを通じて、種子や肥料等の日本メーカーとも提携可能と思料。

5

【JETRO海外事務所の一押しポイント】

URL:https://www.pula-advisors.com/

住所:ABC Place, Wayaki Way Nairobi, Kenya

マラウィ、ザンビア、ナイジェリア、インドでのビジネスを確立するとともに、虫害等について
も保険を拡大予定。最終的には、生産量・収穫量に基づいた保険サービスの提供を計画。

ケニア、ルワンダ、ウガンダ、エチオピア、ザンビア、ナイジェリア、マラウィなど9か国で活
動中。PULA社と提携している会社を通じて、5000万ユニット以上の種子/肥料を販売。同販売
の売上1.8％がPulaの手数料収入となる見込み。

小規模農家向け保険サービスの提供。これまで保険を購入したことのない農家に対し、収穫不
作に関する包括的な保険や収穫を最大化するための相談サービスを提供。

農家が種子・肥料を購入する際、気象データに基づいた保険を農家へ提供している。過去の気
象データからアルゴリズムを組み、データが一定の数値基準に達すると自動的に保険料が支払
われる仕組み。

発展途上国において農業は主要産業であるが、農業保険普及率はかなり低い。アフリカで経済規
模の大きいナイジェリアでさえ1%未満で、多くの農家は気候リスクによる被害を被っている。
同社は、衛星データと地上観測を活用することで、農家に産出高保険を提供している。

農業ビジネス産業（種子/肥料/農薬）、保険会社（地震保険等）、
リモートセンシング技術（ドローン、衛星、AI）。

①日系企業との連携では､現在
商社との提携を協議中。
②左記日本企業との技術提携
を希望。

右図参照。

共同創設者3名が、20%・30％・50％ずつ所有。
2018年3月、7の投資家（MULAGO、DFS LAB、CGAP、CHOISEUL AFRICA CAPITAL、
OMIDYAR NETWORK、MERCY CORPS、ACCION）から185万USDを資金調達。更に
100万ドルの新たな投資を探している。

企業規模

🔧 日本企業からの技術供与
👛 日本企業からの輸入
💰 日本企業からの投資・出資

求めているもの

大企業

スタート

アップ

WFP, 
ONE ACRE FUND, 
BRACED

NIRSAL, 
Babban Gona, 
Flour Mills of Nigeria

MONSANTO

MONSANTO

https://www.pula-advisors.com/
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Farmcrowdy / 農家とスポンサーを結ぶデジタルプラットフォーム

┃来日予定 アフリカ企業紹介 Nigeria / ナイジェリア① スタートアップ

設立年:2016年9月14日

年間売上高:581,659USD (2017年)

従業員数:35名

写真

6

┃関心のある日本企業：

┃期待される日本企業との連携：

┃株主構成： －

┃他企業との連携前例：

ナイジェリアで唯一成長を続けた農業分野の中で最も大きな成長を遂げている企業の１つ。当地のス
タートアップ情報サイト最大手Techpointで2018年に最も注目すべきスタートアップとして紹介されて
おり、投資先として有望である。
農業関連産業（肥料、種子、農業ソリューション、農機）、保険、ITソリューション、食品輸入業な
どの農業及びICTを軸として多くの産業と接点の可能性を秘める。┃中長期目標：

┃市場規模・ターゲット顧客層：

┃ビジネス概要：

┃強み：

┃社会的影響力：

生産向上と若者の農業への従事を増やすことを目指す、農家と農家を支援するスポンサーを結
ぶデジタルプラットフォーム企業。資金集めは自社のプラットフォーム上で行い、集まった資
金で農業インプットを購入し、農家へ配付。収穫物は買い取り販売する。スポンサーは農業の
取り組みに関する報告を定期的に受け取る。収穫物の収益は、農家：スポンサー：同社間で、
40：40：20で配分される。

現状ナイジェリア10州で7,000人以上の農家にリーチ。基本的なスキルは有しているものの
農業インプットや収穫率を上げるための技術を必要としている地方部の農家と農業投資を考え
ている個人・企業を対象としている。小規模農家は約380万（7.5㌈規模。土地活用率は3
割）規模で、農業分野に投資したいと考えている中間層や約400万人と見込んでいる。

ナイジェリア初のデジタル農業プラットフォームであり、現在もトッププレーヤー。メディア
露出、資金調達ともに最大規模を誇る。

農村部の農民のエンパワメント、食糧安全への積極的な貢献、若者の農業従事の拡大、参加者
が健全に収益ベースで農業と関わることができる機会の提供。

2021年までに100万人の農家へリーチする。ガーナ、ケニア、ルワンダにおいても同様のモ
デルを展開。

日本の技術ノウハウ、種苗会社、肥料製造会社、先進農業技術の専門知識を持つ日本企業、
OEM生産企業。

・種苗・農機メーカー（OEM生産企業含む）とのビジネスパートナーシップ
・技術・専門知識の供与
・収穫量増加に向けた農業ソリューション獲得
・高品質・スペック農機、種子、肥料などの調達

・肥料企業との連携（安価かつ適切な肥料の調達）
・保険企業との提携（農家への保険サービスの提供）
・トラクター、レンタル企業スタートアップとの連携（農機の調達支援）
・家禽企業との連携（商品出口確保）

【JETRO海外事務所の一押しポイント】

URL:https://www.farmcrowdy.com/

住所:Head Office: 2nd Floor, Plot 5A, Block 114, Akiogun Street (Oniru
Market Road), Oniru, Lekki Phase 1, Lagos, Nigeria.

大企業

スタート

アップ

企業規模

🔧 日本企業からの技術供与
👛 日本企業からの輸入
💰 日本企業からの投資・出資

求めているもの

https://www.farmcrowdy.com/
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┃来日予定 アフリカ企業紹介 Nigeria / ナイジェリア② スタートアップ

┃中長期目標：

┃市場規模・ターゲット顧客層：

┃ビジネス概要：

┃強み：

┃社会的影響力：

┃関心のある日本企業：

┃期待される日本企業との連携：

┃株主構成： －

┃他企業との連携前例：

Uberに似たアプローチで中長距離トラックの容易な手配を実現し、ナイジェリアの大きな課題である物
流産業に食い込む気鋭の企業。既にユニリーバー、DHL、地場農業大手オラムなどを顧客として抱え
る。また、クラウドファンディングを通じてドライバーのトラック購入を支援する「Kobo WIN」も開始するな
ど、さらなる事業の拡大に取り組む。
トラック、タイヤの調達や海外物流会社との提携も視野に入れており、日本企業にも関心を示してい
る。
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設立年:2017年1月17日

年間売上高(USD): －

従業員数:約50名

Kobo360 / トラック運転手と輸送を必要とする企業を繋ぐオンライン・プラットフォーム

農業や建設、鉱山関係等、大型の貨物を輸送する必要のある企業を主な対象としている。

現状、同様のサービスを提供している競合はないと考えている。テック系ではLori＆Systems、従来の輸送
会社ではMDS Logisticsなどがある。

・トラック運転手の雇用創出を通じたナイジェリア人のエンパワメント(2018年末までに18,000人雇用予定)
・輸送の効率化によるビジネスへの負荷軽減

①西アフリカの他地域への海運・空輸事業の拡大
2019年末までに；②12,000台のトラックを運転手に供給③国内トップディーゼルバイヤーとなる
④主要高速道路上、300km毎にサポートセンターを設置し、トラックのメンテナンス、事故対応をサポート
⑤ドライバー向けのローンの提供

①タイヤ製造メーカー
②トラック製造メーカー
③物流企業

左記①タイヤ製造メーカー、②トラック製造メーカーとの協業
※現地で主に需要のあるトラックのサイズは、300-420馬力、30トン以上
③物流企業とのパートナーシップ

国際宅配便、輸送物流会社との連携

トラック運転手をプールし、トラック輸送が必要な企業と結びつけるオンライン・プラットフォームを構築。手頃な
価格帯・柔軟な料金設定、かつリアルタイム追跡が可能。ドライバーは、希望積載量にみあった積荷を選ぶ
ことができ、瞬時に支払いを受け、復路も貨物を探すことが可能。また、プラットフォームを通じ集められるデー
タから得られる情報は、企業のサプライチェーン効率化の判断材料の一助となるよう役立てられている。

URL:https://kobo360.com/Info/

住所:22, Ikorodu Road, Jibowu Yaba, Lagos

大企業

スタート

アップ

企業規模

【JETRO海外事務所の一押しポイント】

💰 日本企業からの投資・出資
👛 日本企業からの輸入

求めているもの

https://kobo360.com/Info/


Copyright © 2018 JETRO.ALL rights reserved. 禁無断掲載

┃来日予定 アフリカ企業紹介 Côte d‘Ivoire / コートジボワール① スタートアップ

設立年: 2014年

年間売上高:500,000USD

従業員数: 10名
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コンサルティングとアプリ開発を行う企業。コートジボワールにおけるICT産業の構造や各スタートアップ企
業の動向にも詳しい。
西アフリカでは住所制度が定着しておらず、また地図を見るという習慣もないため、建物や交差点の名
前を目印に目的地まで移動するのが一般的。同社のアプリによってGPSを用いた経路情報や渋滞情
報が提供されれば、移動がより確実になるのみならず、交通が分散し渋滞が緩和されることも期待され
る。現在はアビジャンでのみ提供されている同サービスだが、日本企業の技術によってGPSの運用等が
効率化されれば、仏語圏の他都市にも容易に拡がると考えられる。

┃関心のある日本企業：

┃期待される日本企業との連携：

┃株主構成：

┃中長期目標：

┃市場規模・ターゲット顧客層：

┃ビジネス概要：

┃強み：

┃社会的影響力：

┃他企業との連携前例： －

コンサルティングとアプリ開発を行う企業。直近で開発したアプリは、地域社会に根差したリア
ルタイムの交通情報とルートを提案するS‘ra（ソリューション・ロード・アシスタンス）。

顧客は大企業からテック系スタートアップまで幅広い。自社のコンサルタントは、欧州、アフリ
カ、南米と国際的なネットワークを有している。

コートジボワールでITソリューションを提供できる企業はまだ限られている中、ニーズにあわせ
てカスタマイズしたソリューションを提供。市場の課題解決を目的としたオープンソースソ
リューション、自国発のソフトウェア、ERPやプロプライエタリ・ソリューションを提供できる。

最新のIT技術と地域の社会経済に適応した革新的な解決策を駆使し、西アフリカ諸国の発展に貢
献することを目指している。IT技術こそ、新興国及び同国企業の効果的な活動を可能とし、持続
可能な成長及び競争力の源泉となる。

中期的には、西アフリカ16カ国での事業拡大を目指し、長期的には東アフリカ諸国での展開を視
野に入れている。当面は、熟練労働者を必要とする欧州企業のためのオフショア・センターを作
ること。

・ブロックチェーン技術、バーチャルリアリティ（VR）技術、拡張現実（AR）技術
・低価格帯で地理位置情報に基づいた簡易な情報を表示できる技術
・交通・輸送サプライチェーンを有している企業
・デジタルコンテンツとSVODに特化した企業

・コートジボワールにおける代理店機能（現地産業の底上げのため、日本企業か
らの技術移転を目的とした研修センターの設立等含む）

・自社のアプリで利用する技術の買い付け

社長25%、DIS社長が所有する持ち株会社 75%

【JETRO海外事務所の一押しポイント】

URL:http://www.divamintegra.ci/

住所:Immeuble LINUM, Les Elias 2, Riviera Golf, Abidjan, Côte d’Ivoire

Divam Integra Services （DIS） / コンサルティング、アプリ開発

🎁 日本企業へのサービス提供
🔧 日本企業からの技術供与

求めているもの

大企業

スタート

アップ

企業規模

http://www.divamintegra.ci/


Copyright © 2018 JETRO.ALL rights reserved. 禁無断掲載

Click2Sure / 保険商品販売サイト

┃来日予定 アフリカ企業紹介 South Africa / 南アフリカ① スタートアップ

設立年:2016年

年間売上高(USD):TBC（監査完了後、開示予定）

従業員数:20～30名

┃中長期目標：

┃市場規模・ターゲット顧客層：

┃ビジネス概要：

┃強み：

┃社会的影響力：

┃関心のある日本企業：

┃期待される日本企業との連携：

┃株主構成：創業者兼CEOのVC69％他

┃他企業との連携前例：

Click2Sure社は南アフリカ最大のデジタル保険プラットフォームを構築しており、既に欧州にも進出して
いる他、アフリカ域内やアジアへのビジネス拡大に意欲的。南ア最大のe-commerceサイト・Takealot
と既に取引を行っており、域内へのビジネス拡大に伴って、自社のビジネスの拡大も見込める可能性が
高い。
南ア企業は一般的に歴史的に関係の深い欧州企業との提携を好む企業が多い中で、同社は日本
企業との連携に強い関心を有している。特に、日本のICT企業の技術や保険業界が持つ専門性・販
路、資金力に強い関心を有していることから、本企業と提携することにより、日本企業にとっては若年人
口が多く将来的な保険ビジネスの拡大が見込めるアフリカでの保険商品の売り込みや、プラットフォーム
向けのICT製品・サービスの提供などのビジネス機会創出が見込まれる。
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【JETRO海外事務所の一押しポイント】

URL:http://click2sure.net

住所:4th Floor, 38 Hout Street, CBD, Cape Town, 8000

欧州やアジア、アメリカまで事業拡大を試みる。なお、既に欧州には2拠点存在。

デジタル保険の基盤は、2023年までに、1,641.3億USDに達すると見込まれ、年率13.7%の
成長率を誇る。ターゲットは、18～35歳のデジタル世代や保険商品の初めての買い手。B-B
市場では、eコマースや小売企業、銀行等を対象に据えている。

同社は、デジタル上のプラットフォームを活用した短期・長期双方の保険商品を提供している。
保険商品のデジタル方式での配布を簡略化しており、保険の仲介人、小売・卸売企業等に利用
されている。

世界的な損害保険会社などの他に、デジタル保険を手掛けるライバル企業もいるが、自社は、
保険商品のデジタル配布から管理・運営・執行、レポーティングまで徹頭徹尾のサービス・プ
ロバイダー。

顧客の要望に応じ、生命保険や健康保険から葬儀用のサービスまで可能。過去にはオンライン
上もオフライン上も自社のような地元にも世界的にも基盤を有する市場は存在しなかった点、
大きなインパクト。

シンクタンク、IT、大手生命保険会社、システムインテグレーション事業、通信機器・ソフ
トウェア販売企業

専門性やイノベーション、多種多様な産業・業種での経験豊富な日本企業との戦略的パー
トナシップを期待。

南アのeコマース小売店、携帯電話の修理企業、ウーバー社の顧客（運転手）向け保険商品
の提供他、大手金融機関や保険会社とも提携を協議中又は近日中に提携予定。

🎁 日本企業へのサービス提供
🔨 日本企業への技術提供

求めているもの

大企業

スタート

アップ

企業規模

http://click2sure.net/


Copyright © 2018 JETRO.ALL rights reserved. 禁無断掲載

Firepay / 電子決済システム

┃来日予定 アフリカ企業紹介 South Africa / 南アフリカ② スタートアップ

設立年:2013年

年間売上高:300万USD

従業員数:30名

┃中長期目標：

┃市場規模・ターゲット顧客層：

┃ビジネス概要：

┃強み：

┃社会的影響力：

┃関心のある日本企業：

┃期待される日本企業との連携：

┃株主構成：Standard Bank76.55%他

┃他企業との連携前例：

Firepay社は携帯電話を使用した電子決済の技術に強みを持ち、5万を超える国内の事業者に利

用されている。また、アフリカ域内で最大級の資産力を持つスタンダードバンクが筆頭株主であり、今後

南アフリカ国外へのサービスの拡大に関しては同銀行のネットワークを活用しながら展開できるという大き

な強みを持つ。

日本のICT企業との共同開発にも前向きであり、日本企業にとっては同社との連携を通じた南アを始

めとするアフリカ域内でのビジネス拡大が見込める。他方、同社のサービスは日本国内における同様の

サービスに比べて簡便であり、小規模な小売店にとっては決済用端末購入に関する投資コストを抑えら

れ、決済速度を速める効果が期待される。
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【JETRO海外事務所の一押しポイント】

URL:http://www.snapscan.co.za/

住所:21 Rose Street, Bo-Kaap, Cape Town, Western Cape,
South Africa

SnapScanは、中流階層や高所得者群を対象にしており、南アフリカに850万人ほどが該当する。

Firepay社は、2013年に顧客の支払い問題の解決の糸口となることを目的に最新の技術と革新的
発想で事業を開始。翌年のStandard Bank社との提携を機に、SnapScanを立上げ、携帯電話に
よる製品・サービスの購入に伴う支払いビジネスを確立。現在SnapScanは南アの5万人の商売
人を抱える国内最大規模のモバイル支払い製品となっている。続いて、Firepayを立上げ、次世
代支払いシステムのプラットフォームを構築するに至り、Standard Bank社を支援している。

Standard Bank社との長年に亘る提携関係の結果、他社には無い金融インフラ・技術・コンプラ
イアンス体制の確立に至っている。同時に、スタートアップ企業としてのスピード感や革新性に
機動的な企業風土へ。

創業から5年で南アの市場動向は大きな変革を遂げ、同社は、世界で最も広範なモバイル・ペイメ
ントを受けている企業の一つになった。SnapScanのアプリのダウンロードは100万に達し、5万
人の事業者が利用するほどまで成長を遂げた。

中期的計画としては、SnapScanとFirepay支払いシステムを南ア全土を越える支払いシステムの
一つのオプションの地位を占めること。オンライン上で、Tier1,2及びSMEにも販路を拡大し、
他のアフリカ諸国も射程に入れている。長期的には、フィンテックやコンプライアンス製品・
サービスの企業向け提供に注力すると共に、Firepayの更なる拡充を図る計画。

①工業・技術・製品（次世代モバイル・キャッシュレス支払いシステム、P2Pペイメント、
QRコード・ペイメントなど）
②イノベーション、フィンテック、スタートアップ・ハブ

自社の既存のプラットフォームやサービスに貢献するフィンテック製品・サービスに関し、
技術協力、サービスの購入、市場に関する助言サービスの補完

Standard Bank社他、Firepayの処理企業、プラットフォーム共同運営会社、宣伝広告関連。

🎁 日本企業へのサービス提供
🔨 日本企業への技術提供

求めているもの

大企業

スタート

アップ

企業規模

http://www.snapscan.co.za/


Copyright © 2018 JETRO.ALL rights reserved. 禁無断掲載

Cyber Talents / サイバーセキュリティ・プラットフォーム

┃来日予定 アフリカ企業紹介 Egypt / エジプト① スタートアップ

設立年: 2017年

年間売上高: 200,000 USD

従業員数: 11名
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サイバーセキュリティー技術のコンペティションを行う中で人材を発掘し、高度な人材によるセキュリティ

保護を請け負う新たなサービスを提供するスタートアップである。同社の活動の範囲が拡大し、さらに、

ICT化が加速するアフリカやMENA地域でのビジネスの拡大を期待できるため、日本の投資家にとって

投資対象となり得る。また、セキュリティサービス関連の日本企業と提携することにより、同社が開催する

コンペティションの日本での展開、日本でのサービスの提供が見込める。

現在はMENA地域、特にエジプト、アラブ首長国連邦、ヨルダン、モロッコ、スーダン、チュ
ニジア、アルジェリアに展開。今後数年で、アジア特にインド、マレーシア、シンガポール、
日本に対象を広げていく予定。

サイバーアタックの脅威は、ウェブサイトのみならず、携帯電話のアプリケーション、クレ
ジットカード、医療記録、POSデバイスから、発電所や携帯基地局などの基幹インフラにも及
んでおり、IOTの時代に突入すると脅威は計り知れない。サイバーセキュリティー市場は
2021年までに2,000億ドル規模に達すると見込まれ、2019年までに600万人の雇用が見込ま
れるところ、現状200万人程不足している。

世界中のサイバーセキュリティー才能を有する人材と対策を必要とする企業をオンデマンドで
つなぐ最大級のプラットフォーム。才能は、対応実績の点数化やプラットフォーム上で開催す
るコンテスト結果にて評価。セキュリティー対策の需要と供給のギャップを埋めることをミッ
ションとしている。

コミュニティー・ベースであり、タレントを多く集めていること。オンライン上でチャレンジ
課題を出しており、有能なタレントを集めることにも役立っていること。

自社のプラットフォームを通じ、サイバーセキュリティー才能を持ち、自身のタレントを安全
なデジタル社会の確立に役立てたいと願う多くの若者にフリーランスまたはフルタイムでの仕
事を提供していること。

①顧客を獲得し、売上が伸び始めたスタートアップ企業。特にフィンテック、eコマース、
マーケットプレイスなどでセキュリティ対策に関し、第三者に経済的な価格帯で相談したいと
考えている企業。
②顧客に製品を提供する前にセキュリティ上の問題を検証したいと考えているソフトハウス。
③当社のチームとともにマネージド・セキュリティ・サービスを行うことで、顧客に付加価値
を提供できるウェブホスティング企業等。

①左記の関心企業との連携、上述の企業と繋いでくれる企業
②日本におけるサイバーセキュリティ才能を有する若手を発掘するコンテストを開催したい
と考えている企業、大学、研修所等との連携を希望。

┃株主構成：創業者100％

┃他企業との連携前例：

URL:https://cybertalents.com/

住所:Building B5, Smart Village, Cairo, Egypt

┃ビジネス概要:

┃市場規模・ターゲット顧客層：

┃強み：

┃社会的影響力：

┃中長期目標：

┃関心のある日本企業：

┃期待される日本企業との連携：

カナダのウェブホスティング企業。セキュリティの観点から顧客に納入する前にソフトウェ
ア・アプリケーションを試したいソフトハウスとの提携等。

【JETRO海外事務所の一押しポイント】

🎁 日本企業へのサービス提供
💰 日本企業からの投資・出資

求めているもの

大企業

スタート

アップ

企業規模

https://cybertalents.com/


Copyright © 2018 JETRO.ALL rights reserved. 禁無断掲載

Nafham / オンライン教育

┃来日予定 アフリカ企業紹介 Egypt / エジプト② スタートアップ

設立年:2012年

年間売上高: 50,000USD

従業員数: 21名
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エジプトで展開するオンライン教育の革新的企業。スタートアップ関連の賞を多く受賞。エジプト・アラブ
の学生向けに広告を出したい日本企業（文具、教育関連商品・サービスなど）とのコラボレーションが
可能。さらに人口増加が続くエジプトやアラビア語圏においてビジネスの拡大が予測され、日本投資家
の投資先候補にもなる。なお、シシ大統領は教育の質の向上に力を入れており、JICAがエジプトにお
いて日本式教育の普及を行っているということから将来は日本やエジプトの政府・自治体・団体とのコラ
ボレーションの可能性もある。

┃中長期目標：

┃市場規模・ターゲット顧客層：

┃ビジネス概要：

┃強み：

┃社会的影響力：

┃関心のある日本企業：

┃期待される日本企業との連携：

┃株主構成：
2012年の3名の創設メンバーで保有

┃他企業との連携前例：

よりよい未来のために教育へのアクセスを容易にすることをビジョンに掲げ、Ed-techを活用し、
アラブの若者の能力・スキルを向上し、エンパワーすることをミッションとしている。「フ
リーミアム」ビジネスモデルを基本とし、クラウド上で無料で教育サービスを提供する一方、
オンライン上の個人指導やコーチングサービスを有料で提供。

アラブ諸国の学生。エジプトだけで2,000万人規模。現状、主にエジプト国内及びサウジアラビ
アや他のアラブ諸国の70～90万人の学生にリーチ。

アラビア語でのコンテンツ提供はもちろん、自国文化に受け入れやすいプラットフォームを構
築。学校教育のカリキュラムに沿った無料オンラインサービスの提供・維持・更新を通じた信
頼の確保、有料のオンライン上の個人学習サービスのマーケティング活動等を通じ、ロイヤリ
ティーの高い顧客を有している点。

クラウド教育の動きをエジプト全国に広め、大学入学前の教育カリキュラムのほぼ全てをカ
バーするビデオ教材が作られた。現在プラットフォーム上では、23,000本以上のビデオ教材を
提供しており、うち9,000本は自社で作成。中には1億ビューを超えるものもある。

2021年までに；①現在の技術・ビジネスチームの拡大、②利用者を増やすため18のアラブ諸国
の教育科目を追加し、カリキュラムの9割カバーを目指す。③安定した売上の拡大、④教師
1,200人に追加収入源を増やす。

①Ed Tech企業（教育アプリも開発しているため、録音、文字の書き込み、映像配信、
決済システム関連の技術供与）

②アラブ諸国を対象としているテック系企業
③アラブ諸国に関心のあるインパクト・インベスター
④アラブ地域での広告に関心がある企業

・オンライン教育コンテンツ、ハードデバイス、関連技術の供与
・アラブ地域での広告に関心がある企業からの懸賞品提供（広告方法は、通常のウェブ

やアプリ上での広告の他、学生層向けの懸賞品の提供を通じ広告効果を狙う仕組み）。

①教育機関から教育コンテンツ・広報の協力
②ICT関連企業からの技術協力
③動画配信企業とのコラボ等

【JETRO海外事務所の一押しポイント】

URL:https://www.nafham.com

住所:1 Dr. Mohamed Soby ST., Giza, Cairo

💰 日本企業からの投資・出資
🔧 日本企業からの技術供与
👛 日本企業からの輸入

求めているもの

大企業

スタート

アップ

企業規模

https://www.nafham.com/
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Datavora / オンラインデータ供給・eコマース

┃来日予定 アフリカ企業紹介 Tunisia / チュニジア① スタートアップ

設立年:2016年

年間売上高:100,000USD

従業員数:22名

┃中長期目標：

┃市場規模・ターゲット顧客層：

┃ビジネス概要：

┃強み：

┃社会的影響力：

┃関心のある日本企業：

┃期待される日本企業との連携：

┃株主構成：

┃他企業との連携前例：

Datavora社は、eコマースのためのビッグデータ処理システムを開発。トレンド予測などの分野で米国

企業とも提携。欧州、アフリカ市場に強みがあり、日本企業にとっては、同社のユーザーとなり欧州市場

を狙う可能性、日本市場向け製品の現地化を行うインテグレートビジネスの可能性、技術供与の可

能性有。
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【JETRO海外事務所の一押しポイント】

URL:https://datavora.com/

住所:45 Avenue du Japon, Apt A40,
1073 Montplaisir-Tunis-Tunisia

欧州、北米、アジアを主要ターゲットとし、2018年20万USD、2019年45万USD、2020年
100万USDの年商を見込む。

eコマースの市場規模は、27億USD。世界最大規模のeコマース事業者11万社で売上げの
66％を占有。

eコマースのウェブサイトや売り込み市場を起点とした日常的且つ自走的オンラインデータ
（製品、ブランド、価格、仕様など）の収集。

ウェブデータ収集の速度が他の企業の15倍速く、95％の時間節約を実現。

同社のユニークな技術に魅了されたチュニジアのハイレベルなエンジニアを雇用し、チュニ
ジア経済に付加価値を付与。

ECサイト運営会社、大手コンビニエンスストア、スーパーマーケット、デパートの他、
衣料品小売店、ファッションブランドなど。

①AI、マシーンラーニング等での技術提携
②自社のソリューション事業の再販
③日本企業の要望に即したソリューションの提供

スタートアップ企業支援ファンドからの出資金44％の他、会長、CEO、CMO等の自社役
員等の出資30％程度。

チュニジア国内外のAI企業等と技術提携、自社ビジネスとクライアント企業のニーズとの
融合。

🔨 日本企業への技術提供
🔧 日本企業からの技術供与
🎁 日本企業（顧客）への

ソリューション提供（販売）

求めているもの

大企業

スタート

アップ

企業規模

https://datavora.com/
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iFarming / IoT×農業

┃来日予定 アフリカ企業紹介 Tunisia / チュニジア② スタートアップ

設立年: 2017年3月

年間売上高:50,000USD

従業員数:4名及び外部研究者8名

┃中長期目標：

┃市場規模・ターゲット顧客層：

┃ビジネス概要：

┃強み：

┃社会的影響力：

┃関心のある日本企業：

┃期待される日本企業との連携：

┃株主構成：創業者40％、Sofia Holding（出資）60％

┃他企業との連携前例：

iFarming社は、農業工学者の研究プロジェクトから実用化のための開発を行う中で2017年に設立

されたスタートアップ企業。

リアルタイムで灌漑用水の供給管理を行うアプリ・システムを開発。チュニジア等で抱える農業の用水

の節約・それに付随する生産性向上に対する課題解決を目指している。農業、灌漑分野でIoT、ICT

など幅広い業界と協業の可能性があると思料。
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URL: http://www.ifarming-tunisia.com

住所:20, Rue des Entrepreneurs, Immeuble Hertz 2035 Charguia
2, Ariana, Tunisia

先ず北アフリカのチュニジアとモロッコから事業を開始。その後、パリの子会社を通じ、南欧
（スペインやイタリア他）への展開を目論む。同時に、優先度の高いサブサハラ・アフリカも
パートナー企業を発掘することを計画。

水不足に窮している国や地域を対象｡政府関係者や農家を支援し､水の消費量の40％減を目指す｡

リアルタイムで作物の水の必要量や灌漑予測のシュミレーションを行える革新的なアプリを開
発・運営。作物の成長段階や気候状況など特有の条件にも対応可能。

パイロット灌漑システムを通じ、クラウド型ソリューションを農家に提供可能。農業のクラウド
型一元管理に強み有。IBM社との提携により、世界レベルでの課題解決に資することができると
推察。人工知能を用いた正確な予測に優位性を見出している。

チュニジアは典型的な水不足の国である一方、農業は国民総生産の8.5％、雇用の15％を占める
重要産業であるが、水の有効利用がなされていない点が課題。水の適正利用を促し、生産性向
上・コスト削減型農業を推進する。

①センサー（電機メーカー等）
②クラウドサービス提供業者（IT機器・サービス等）
③IoT通信提供業者
④無人航空機・農業用ロボット産業
⑤化学
⑥灌漑システム・機器メーカー

日本企業と連携し、世界レベルで農業IoT分野の課題解決の基盤を築くことを期待。日本企
業の世界随一の製品サプライヤーやITコーディネーターとしての地位に、自社の地中海やア
フリカマーケットに熟知した知見を融合し、農業IoTの推進を目指したい。とりわけ、提携
の他、技術供与、資金援助、商取引を期待。

チュニスとパリに拠点を構える持株会社であるSofia Holding（傘下には教育、ICT、エネル
ギー、農業関連のサービス会社を抱えている）からの支援・出資を受けている。IBM、
SigFoxと技術提携状態。

【JETRO海外事務所の一押しポイント】

💰 日本企業からの投資・出資
👛 日本企業からの輸入

大企業

スタート

アップ

企業規模 求めているもの

http://www.ifarming-tunisia.com/
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HPS（Hightech Payment Systems）/ 電子バンキング

┃来日予定 アフリカ企業紹介 Morocco / モロッコ① 大企業

設立年:1995年

年間売上高:6,000万USD

従業員数:500名

┃中長期目標：

┃市場規模・ターゲット顧客層：

┃ビジネス概要：

┃強み：

┃社会的影響力：

┃関心のある日本企業：

┃期待される日本企業との連携：

┃株主構成：

┃他企業との連携前例：

HPS社は、90ヶ国もの国の金融機関や企業向けの電子取引に関するソフトウェアや技術を提供して

いる。2017年8月には、シンガポールにもアジア初の拠点を設置。同社の更なる事業拡大に際し、日

本企業のIOT技術に期待を寄せている。既存サービスの拡充のみならず、新規サービスの展開の可能

性がある。
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URL:http://www.hps-worldwide.com/

住所:CASANEARSHORE Park Bd Al
Qods Casablanca, Morocco

現在の年間6,000万USDの年商を、2025年までには1億5,000USDの達成を目指す。

世界4大陸に400以上のクライアント（金融機関から通信業者まで）を有しているが、全カー
ド決済という点では、アフリカの成長速度は随一で年率39％増加。2020年には2,700億円と
予測。

HPS社は、電子取引のソフトウェア・カンパニーであり、1995年の設立以来、世界90ヶ国に
400社以上のクライアントまで抱えるカード・支払い技術システムのリーディングカンパニー
にまで急速に発展しているほど。同社のPowerCARDはあらゆる国際的な支払いネットワーク
に結合している。カサブランカの株式市場にも上場しており、アフリカ、欧州、アジア、中東
にもオフィスを構えている。

同社のPowerCARDソフトウェアは、世界一の包括的且つ強固な支払いシステムと言える。また、
役員の多くは、30年以上のビジネスノウハウを有している点が魅力。同時に会長やCEOが自社
株を保有しているため、ガバナンス・経営を掌握している。有能なエンジニアの存在も利点。

電子決済システムの自動化を促進し、キャッシュレスを実現可能し、経済成長へプラスの要素有。

ICT企業との提携を希望。また、ソフトウェア・ソリューション事業のインテグレーターや
支払いシステムの処理業者、電気通信事業者、コンピューターサーバー、ATM、POSシステ
ムなどのハードウェアプロバイダーなど。

日本企業と連携し、補完し合うことで、世界レベルのオファーに応えうる価値を産み出した
い。特に、自社が有していない、ATM、POSシステム、携帯端末を利用したハードウェアを
提供してもらい、ソフトウェア・ソリューションビジネスと融合を図りたい。

フランスのSIMカードの提供業者と提携状態。日本でも印刷会社の顧客を有し、モバイルソ
リューション・サービスを提供。

2006年より、カサブランカ株式市場に上場している公的機関。今日、IT分野でモロッコで
主要な出資社となっている。

【JETRO海外事務所の一押しポイント】

👛 日本企業からの輸入
🔧 日本企業からの技術供与

求めているもの

大企業

スタート

アップ

企業規模

http://www.hps-worldwide.com/


Copyright © 2018 JETRO.ALL rights reserved. 禁無断掲載

MOBIBLANC / ITソリューション開発

┃来日予定 アフリカ企業紹介 Morocco / モロッコ② スタートアップ

設立年:2010年

年間売上高:100万USD

従業員数:35名
（内25名がモロッコ、他10名がチュニジアの拠点勤務）

┃中長期目標：

┃市場規模・ターゲット顧客層：

┃ビジネス概要：

┃強み：

┃社会的影響力：

┃関心のある日本企業：

┃期待される日本企業との連携：

┃株主構成：創業者2名で株式100％所有

┃他企業との連携前例：

Mobiblanc社は、デジタル・ソリューションの提供を行うモロッコの主要企業の1つであり、国営リン公

社や電気通信企業他などのクライアントを抱える。チュニジアに進出している他、米国やセネガルの企業

とも協業している。日本のイノベーション技術に着目しており、技術協力のみならず、JV設立の可能性

もあると思料。
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【JETRO海外事務所の一押しポイント】

URL:http://mobiblanc.com

住所:Rue Kamal Mohamed Imm. Semiramis
Apt 12 Sidi Belyout 2000 Casablanca Morocco

市場の占有率を高めるため、2018年中にも新たな資本を投入し、国内市場を席捲する計画。従
業員数100名、10ヶ国展開、1千万USDの年商が2020年時点の目標（創業10周年）

短期的にはモロッコと域内市場に注力。2019年1月からフランスを皮切りに欧州もターゲットにす
る計画。テレコム、金融、スマートシティ、消費財の4本柱で事業を展開していく。

同社は、モロッコのモバイルサービスを手掛けるリーディングカンパニーとして設立され、B-B、
B-C向けモバイル・ソリューション事業の主要プレーヤーにまで成長している。モバイル・マー
ケティングや新製品の発表やターゲティングと言った顧客の要望するステージに合わせてカスタ
マイズしたサービスを提供している。

堅実なマーケットシェアを武器に、2010年以降、業界のトップに立っているのみならず、戦略
的なプロジェクトに挑戦し、発展している。

熱意のあるエンジニアを積極的に雇用し、能力向上のための研修を実施。IT業界随一の女性従業
員比率（30％）。収益の25％はAI、ビッグデータ、IOTなど新たな分野への投資に充当し、革
新を試みている。

自社のビジネスプランの達成に資する日本企業の有する核となるソリューション技術や専門
性に期待。日本の品質、技術及び文化面の評判はモロッコでも随一。協業し、モロッコ、
チュニジアなどで合弁、投資などの方策を探りたい。

プロジェクトの本質次第ではあるが、業務提携や合弁事業の実施などの可能性有。テレコム
や金融の分野で付加価値を付与できる日本企業を探りたい。また、第4次産業革命のプレー
ヤーとなりうる企業

米国、カナダのクラウドサービス提供企業他との業務提携事例有。過去には、日系IT企業
とも提携事業を行っていた。

👛 日本企業からの輸入
🔧 日本企業からの技術供与

求めているもの

大企業

スタート

アップ

企業規模

http://mobiblanc.com/

