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概要

本レポートでは、 中東および北アフリカ （MENA）地域のベンチャーキャピタルデータプラットフォームであるMAGNiTTのデータを活用し
、MENA諸国のスタートアップエコシステムを詳細に分析する。2015年から2020年の動向を分析した本レポートは、MENAにおけるベンチャ
ー分野において、日本のスタートアップ企業が事業拡大を検討する際に必要な情報を提供している。

事業拡大に魅力的な地域であるMENA 

MENAのベンチャーキャピタル投資は、2015年から2020年第3四半期までの全業界・全投資ラウンドの資金調達総額において40億ドルを超え
た。MENAのスタートアップエコシステムは、資金調達や政府支援の拡大、国際的な関心の高まりにより、さらに大規模な競争を可能にする
成熟ステージに入った。具体的には、アラブ首長国連邦（UAE）は、この地域の他の投資ハブと比べ、グロースステージの市場として最も発
展した市場の1つになった。

MENAスタートアップエコシステムへの国際的関心

本レポートは、MENAのスタートアップエコシステムに対する世界中の投資家、政府、企業の関心の高まりを示している。Techstars、
StartupBootcamp、Plug and Play、500 Startups等、世界に名だたる企業がすべてこの地域に進出しており、MENAでビジネスを立ち上げて規
模を拡大しようとする国際的なベンチャー企業に対し、アクセラレーションプログラムを提供している。さらに、2020年にMENAを拠点とし
たスタートアップ企業に投資した全投資家のうち、25％はMENA諸国以外の投資家であり、この地域のスタートアップ企業に対する海外から
の強い投資意欲を示している。

日本のベンチャーにとって事業拡大の好機

このレポートでは特に、MENA全域の3つの主要なイノベーション・ハブであるアラブ首長国連邦（UAE）、サウジアラビア王国（KSA）、お

よびエジプトの重要な政府支援イニシアチブを取り上げている。また、テック・ベンチャーの国際的な事業展開の促進を目的とした会議や国
際的なイベントにも焦点を当てている。
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投資家の声

Shorooq Partners ― 共同創設者Shane Shin氏

「日本企業は自国の市場で非常に力を発揮している。そのため、MENAに進出するための明確な戦略

があれば、喜んで検討する。アジアは、ヘルスケア、バイオテクノロジー、医療技術などの分野で大
きな競争力があり、それらの産業はここ中東では大きな可能性を秘めた市場である。私たちは、
MENAで見いだすことが難しい分野およびMENAで拡大する可能性のある企業に焦点を当てたいと考
えている。私は中東、日本、韓国の架け橋ができると確信している。」

Middle East Venture Partners（MEVP） ― 最高投資責任者Walid Mansour氏

「地域外で何かしら相乗効果や利益が具体的に見られる場合には、わずかな投資配分を使うことがで
きるが、当社の主なターゲットはMENAだ。国際的な投資配分枠内では、特に MENAへの事業拡大に

向け、当社が付加価値を与えられる企業を検討する。投資先と相乗効果を発揮し、共に参入市場を明
確化をすべく、創設者をメンターシップでサポートし、スタートアップ企業の取締役会に参加し、事
業開発も支援する。」

Techstars Hub71 Accelerator ― マネージングディレクターVijay Tirathrai氏

「MENAは世界で最も急速に成長している地域の1つで、同様に人口も急増し、インフラと接続性が
十分に整備されている。MENAへの進出の際には、政府にも顧客企業にも広範なネットワークをもつ

アクセラレータープログラムを活用し、製品市場の適合性をテストすることを推奨したい。また、す
べての国を網羅するのではなく、出発点として1カ国に限定して始める方がよい。」



MENAにおけるベンチャーの資金調達



1. MENAにおける資金調達額と投資件数（総合計）―2015年から2020年第3四半期まで
• MENAのベンチャー投資は、2015年から2020年までの全業種・全投資ラウンドの資金調達総額において40億ドルを超えた。
• MENAでは、2015年以降、投資登録件数が年平均成長率15％で増加し、累計で1,900件に達した。これはスタートアップエコシステムの

健全な発展を示している。

7| 出典：MAGNiTT

MENAを拠点とするスタートアップ企業に対する年間資金調達額（百万ドル）と投資件数（件）
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2. 平均投資サイズ（ステージ別）― 2015年から2020年第3四半期まで
• 全ステージのチケットサイズは上昇傾向にある。アーリーステージ、シリーズA、シリーズBの各ラウンドの年平均成長率は、それぞれ9％、

16％、3％となっている。レイターステージスタートアップ企業への関心の高まりは、成熟したVCエコシステムであることを示している。
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3. 投資件数上位7カ国― 2019年度と2020年度（第3四半期まで）
• 歴史的に、アラブ首長国連邦（UAE）、エジプト、サウジアラビア王国（KSA）は、MENA全体で最も発展しているイノベーション

ハブであり、2020年*にはMENAの総投資件数の65％を占めている。
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投資件数の国別ランキング― 2019年度と2020年度（第3四半期まで）
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4. 資金調達額上位7カ国― 2019年度と2020年度（第3四半期まで）
• ベンチャーキャピタルによる資金調達額の点で、アラブ首長国連邦（UAE）は2020年*の投資額が4億3,400万ドルとなり、最もベン

チャーキャピタルに恵まれた国となった。
• サウジアラビア王国（KSA）は最も急成長している拠点であり、2019年度から2020年第3四半期にかけ投資額は55％増加した。
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資金調達額の国別ランキング― 2019年度と2020年度（第3四半期まで）（百万ドル）

$314 $378 $54 $110 $37 $92 

$123 

$56 

$54 
$27 

$437 $434 

$108 $117 

$64 

$99 

$25 
$13 $20 

$9 $8 $6 $7 
 $-

 $5 0

 $1 00

 $1 50

 $2 00

 $2 50

 $3 00

 $3 50

 $4 00

 $4 50

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

アラブ首長国連邦 エジプト サウジアラビア王国 ヨルダン クウェート モロッコ バーレーン

| 出典：MAGNiTT *2020年分析対象期間：1月～9月

2019年度下半期

上半期

2020年度第3四半期



5. 投資件数上位7業種― 2019年度と2020年度（第3四半期まで）
• COVID-19の影響により投資件数は減少したが、そのような環境において最も活発だった業種はEコマース（43件）、

フィンテック（43件）、テクノロジー（24件）、食品＆飲料（20件）だった。
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投資件数の業種別ランキング―2019年度と2020年度（第3四半期まで）
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6. 資金調達額上位7業種― 2019年度と2020年度（第3四半期まで）
• COVID-19の影響により総投資件数が減少したにもかかわらず、上位4業種への投資価額は2020年も上昇を続けた。最も資金調

達額が大きかったのは、不動産（1億5,700万ドル）、Eコマース（1億2,300万ドル）、食品＆飲料（9,400万ドル）であった。
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資金調達総額の業種別ランキング―2019年度と2020年度（第3四半期まで） （百万ドル）
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MENAの資金提供機関



ランク 名称 国名 重点業種
平均チケット

サイズ
（百万ドル）

重点ステージ 重点地域・国
2019年度～2020

年度第3四半期
投資件数

1 500 Startups 米国 食品＆飲料、Eコマース、フィンテック、BI**、不動産、
ヘルスケア、ゲーム、旅行、教育、ファッション、配送

100万ドル
シード～
シリーズB

MENA、米国 112

2 OQAL Angel Investors
サウジアラビア

王国

Eコマース、エンターテインメント、ヘルスケア、
フィンテック、旅行、食品＆飲料、教育、広告＆マーケティ

ング

30万ドル
シード～
シリーズA

MENA、米国 26

3 Vision Ventures（VV）
サウジアラビア

王国

スポーツ、Eコマース、ヘルスケア、運輸、フィンテック、
旅行、食品＆飲料、エンターテインメント、教育、農業、配

送

160万ドル
プレシード～
シリーズA

MENA、米国 26

4 Wamda Capital
アラブ

首長国連邦

AI、フィンテック、スポーツ、Eコマース、
マルチメディア、ハードウェア、食品＆飲料、運輸、
ゲーム、不動産、広告、バンキング、農業、BI、教育

450万ドル
シリーズA～
グロース

MENA、米国、トルコ 24

5 Saudi Venture Capital（SVC）
サウジアラビア

王国
Eコマース、エンターテインメント＆音楽、

フィンテック、BI、教育、バンキング
470万ドル

シード～
シリーズB 

チュニジア、
サウジアラビア王国

15

6 Algebra Ventures エジプト
Eコマース、食品＆飲料、旅行、運輸、教育、配送、

フィンテック、ヘルスケア
170万ドル

シード～
シリーズC

アラブ首長国連邦、
エジプト、ヨルダン

14

7 Global Ventures
アラブ

首長国連邦
Eコマース、食品＆飲料、旅行、
フィンテック、人事、ヘルスケア

810万ドル
プレシード～
シリーズC

アラブ首長国連邦、エジプト
、英国、サウジアラビア王国

14

8 Beyond Capital ヨルダン
教育、マルチメディア、フィンテック、BI、

ファッション＆美容、ヘルスケア、人事、食品＆飲料
30万ドル

プレシード～
シード

ヨルダン、アラブ首長国連邦
、ベルギー、カナダ

13

9 Middle East Venture Partners（MEVP）
アラブ

首長国連邦

エンターテインメント＆音楽、食品＆飲料、ゲーム、フィン
テック、教育、Eコマース、アニメーション、スポーツ、BI

、
ヘルスケア、ファッション＆美容、旅行、配送

850万ドル グロース
MENA、シンガポール、

米国、トルコ、フランス、
パキスタン

13

10 Phoenician Funds レバノン ヘルスケア、フィンテック、BI、教育、食品＆飲料 N.A
プレシード～
シリーズA 

レバノン、
アラブ首長国連邦、エジプト

13

1. MENA地域で最もアクティブな投資家トップ10* 
• 米国を拠点とする500 Startupsは最もアクティブな投資家であり、登録総投資件数は112件、平均チケットサイズは100万ドルだった。
• チケットサイズの平均額の最高値は、アラブ首長国連邦を拠点とするMEVP（850万ドル）であり、グロースステージのスタートアップ企

業を投資対象としている。

14| 出典：MAGNiTT
*ランキング基準：MENAで実行された投資件数― 2019年度から2020年度第3四半期まで
**ビジネスインテリジェンス

https://mena.500.co/
http://oqal.org/ar/#/
https://visionvc.co/
https://wamdacapital.com/
https://svc.com.sa/
https://algebraventures.com/
https://global.vc/
http://beyondcapital.vc/
https://www.mevp.com/
http://phoenicianfunds.com/
https://algebraventures.com/
http://beyondcapital.vc/


2. MENA地域で最もアクティブなアクセラレータートップ10* 
• アイデア開発およびシードステージのベンチャーを対象としたアクセラレーターでは、オマーン、サウジアラビア王国、エジプトがランキン

グの最上位となった。
• オマーンを拠点とするotf Wadi Accceleratorは最もアクティブなプログラムであり、2019年度から2020年度第3四半期までの間に43件の投資

を行った 。
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ランク 名称 国名 重点業種 重点ステージ 重点地域・国
2019年度～2020

年度第3四半期
投資件数

1 otf Wadi Accelerator オマーン
配送、フィンテック、マルチメディア、Eコマース、BI、教育、ファッション
IoT、AI、農業、ゲーム、保険、ヘルスケア、ブロックチェーン、食品＆飲料

プレシード～
プレシリーズA

MENA、パキスタン、
フランス

43

2 Misk 500 MENA Accelerator
サウジアラビア

王国
教育、Eコマース、ファッション、フィンテック、旅行、

スポーツ、BI、人事、ヘルスケア、配送、広告
プレシード

シード
MENA、米国、英国 39

3 otf Techween オマーン
教育、フィンテック、Eコマース、旅行、ヘルスケア、マルチメディア、

食品＆飲料、BI、農業、ファッション、運輸、人事
アイデアの開発

MENA、パキスタン、
米国、シンガポール

34

4 Flat6Labs Cairo エジプト
不動産、ヘルスケア、BI、Eコマース、IoT、人事、旅行、小売、ゲーム、

ファッション、配送、フィンテック、食品＆飲料
プレシード～
プレシリーズA

エジプト、バーレーン、
カナダ、トルコ、米国

28

5 Falak Startups エジプト
食品＆飲料、ヘルスケア、Eコマース、教育、スポーツ、
フィンテック、人事、ファッション、配送、旅行、AI

プレシード
シード

エジプト 25

6 Flat6Labs Tunis チュニジア
Eコマース、ヘルスケア、人事、食品＆飲料、建設、配送、

教育、広告、ゲーム、フィンテック
プレシード

シード
チュニジア、フランス 20

7 Oasis500 ヨルダン
AI、人事、Eコマース、ゲーム、教育、ファッション＆美容、

食品＆飲料、ヘルスケア、フィンテック、配送
エンジェル～
シリーズA

ヨルダン、エジプト、
アラブ首長国連邦、
パキスタン、トルコ

16

8 Flat6Labs Barhain バーレーン
旅行、教育、Eコマース、ヘルスケア、人事、ファッション＆美容、ゲーム、

アニメーション、フィンテック、食品＆飲料
プレシード～

シード

バーレーン、米国、
クウェート、インド、
アラブ首長国連邦

15

9 Flat6Labs Beirut レバノン
建設、アニメーション、BI、不動産、エンターテインメント＆音楽、

フィンテック、Eコマース、ゲーム、食品＆飲料
プレシード～
プレシリーズA

レバノン 15

10 Startup Bootcamp Fintech Cairo エジプト フィンテック、ヘルスケア、Eコマース
エンジェル～

シード
エジプト 12

*ランキング基準：MENAで実行された投資件数― 2019年度から2020年度第3四半期まで| 出典：MAGNiTT

https://www.otf.om/#wadi_accelerator
https://www.misk.500.co/
https://www.otf.om/#wadi_accelerator
https://www.flat6labscairo.com/
https://falakstartups.com/
https://www.flat6labstunis.com/
https://oasis500.com/en/
https://www.flat6labsbahrain.com/
http://www.flat6labsbeirut.com/
https://staging.startupbootcamp.org/accelerator/fintech-cairo/
http://www.flat6labsbahrain.com/
https://www.otf.om/techween/
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テンプレー
ト

ランク 名称 国名 重点業種 重点ステージ 重点地域・国
2019年度～2020

年度第3四半期
投資件数

1 500 Startups 米国
食品＆飲料、Eコマース、フィンテック、BI、不動産、
ヘルスケア、ゲーム、旅行、教育、ファッション、配送

シード～
シリーズB

MENA、米国 82

2 OQAL Angel Investors
サウジアラビア

王国
Eコマース、BI、エンターテインメント＆音楽、ヘルスケア、フィンテック、

旅行、食品＆飲料、スポーツ、AR／VR、教育、イベント、広告
シード～
シリーズA

MENA、米国 23

3 Vision Ventures（VV）
サウジアラビア

王国
スポーツ、Eコマース、ヘルスケア、運輸、フィンテック、旅行、

食品＆飲料、エンターテインメント、教育、農業、配送
プレシード～
シリーズA

MENA、米国 22

4 Pride Capital エジプト フィンテック、ヘルスケア、Eコマース
エンジェル～

シード
エジプト 12

5 Innoventures エジプト
再生可能エネルギー、フィンテック、ヘルスケア、

旅行、食品＆飲料、Eコマース、アニメーション、教育、小売、人事、AI

プレシード～
シード

エジプト、
スペイン、台湾

10

6 Algebra Ventures エジプト Eコマース、食品＆飲料、旅行、運輸、教育、配送、フィンテック、ヘルスケア
シード～
シリーズC

アラブ首長国連邦、
エジプト、ヨルダン

9

7 Wamda Capital
アラブ

首長国連邦
AI、フィンテック、スポーツ、Eコマース、マルチメディア、ハードウェア、
食品＆飲料、運輸、ゲーム、不動産、広告、バンキング、農業、BI、教育

シリーズA～
グロース

MENA、米国、
トルコ

8

8 Jabbar Internet Group
アラブ

首長国連邦
AI、スポーツ、Eコマース、フィンテック、マルチメディア、
ファッション＆美容、運輸、不動産、教育、食品＆飲料、配送

プレシード～
シリーズA

MENA、米国、
パキスタン

7

9 Saudi Aramco
サウジアラビア

王国
建設、フィンテック、教育、ヘルスケア、Eコマース、
運輸、スポーツ、BI、人事、アニメーション、農業

シード～
シリーズC

サウジアラビア王国 7

10 Beyond Capital
サウジアラビア

王国
教育、マルチメディア、フィンテック、BI、ファッション＆美容、

ヘルスケア、人事、食品＆飲料
プレシード～

シード

ヨルダン、
アラブ首長国連邦、
ベルギー、カナダ

7

*ランキング基準：MENAで実行された投資件数― 2019年度から2020年度第3四半期まで
**アーリーステージは、シード、プレシード、プレシリーズA、エンジェルの各ラウンドで構成されている

| 出典：MAGNiTT

3. MENA地域で最もアクティブな投資家トップ10―アーリーステージ**
• サウジアラビア王国を拠点とする投資家は、2019年度から2020年第3四半期までのMENAのアーリーステージ投資トップ10のうち、1/3（32

％）を占めた。サウジアラビアでは、ソリューション展開の準備ができているアーリーステージのスタートアップ企業に対する関心が高ま
っている。

https://mena.500.co/
http://oqal.org/ar/#/
https://visionvc.co/
https://www.pride-capital.com/
https://innoventures.me/
https://algebraventures.com/
https://wamdacapital.com/
https://www.jabbar.com/
https://waed.net/en/home.html
http://beyondcapital.vc/
https://algebraventures.com/
http://www.innoventures.me/
http://beyondcapital.vc/


ランク 名称 国名 重点業種 重点ステージ 重点地域・国
2019年度～2020

年度第3四半期
投資件数

1 500 Startups 米国
食品＆飲料、Eコマース、フィンテック、BI、不動産、
ヘルスケア、ゲーム、旅行、教育、ファッション、配送

シード～
シリーズB

MENA、米国 82

2 B&Y Venture Partners レバノン
配送、ヘルスケア、フィンテック、BI、旅行、

食品＆飲料、エンターテインメント＆音楽、Eコマース
シリーズA～
シリーズC

レバノン、
アラブ首長国連邦

9

3 Phoenician Funds レバノン ヘルスケア、フィンテック、BI、教育、食品＆飲料
プレシード～
シリーズA 

レバノン、
アラブ首長国連邦、

エジプト
8

4 Middle East Venture Partners（MEVP）
アラブ

首長国連邦

エンターテインメント＆音楽、食品＆飲料、ゲーム、フィンテック、教育、
Eコマース、アニメーション、スポーツ、BI、ヘルスケア、

ファッション＆美容、旅行、配送
グロース

MENAT

（MENA、トルコ）
7

5 Wamda Capital
アラブ

首長国連邦
AI、フィンテック、スポーツ、Eコマース、マルチメディア、ハードウェア、
食品＆飲料、運輸、ゲーム、不動産、広告、バンキング、農業、BI、教育

シリーズA～
グロース

MENA、米国、
トルコ

7

6 Raed Ventures
サウジアラビア

王国
配送、食品＆飲料、人事、Eコマース、ゲーム、不動産、

フィンテック、教育、エンターテインメント＆音楽
シリーズA～
シリーズB

MENA 5

7 Faith Capital クウェート Eコマース、食品＆飲料
シリーズA～
シリーズB

MENA、米国 4

8 Kafalat iSME レバノン
ゲーム、アニメーション、ヘルスケア、BI、教育、食品＆飲料、

エンターテインメント＆音楽
シリーズA～
シリーズB

レバノン、米国 4

9 Saudi Venture Capital（SVC）
サウジアラビア

王国
Eコマース、エンターテインメント＆音楽、

フィンテック、BI、教育、バンキング
シード～
シリーズB

チュニジア、
サウジアラビア王国

4

10 Shorooq Partners
アラブ

首長国連邦
フィンテック、ファッション＆美容、ヘルスケア、Eコマース、

運輸、食品＆飲料、教育、農業、マルチメディア
シード～
シリーズB

MENA、米国、
英国、ケニア、
パキスタン

4

4. MENA地域で最もアクティブな投資家トップ10―シリーズA
• Wamda CapitalとMEVPは、2019年度から2020年第3四半期までのシリーズAの投資（各7件）において、最もアクティブなアラブ首長

国連邦を拠点とした投資家だった。両社はMENA地域外のスタートアップ企業にも投資している。

17*ランキング基準：MENAで実行された投資件数― 2019年度から2020年度第3四半期まで| 出典：MAGNiTT

https://mena.500.co/
https://byvp.com/
http://phoenicianfunds.com/
https://www.mevp.com/
https://wamdacapital.com/
http://raed.vc/
https://faithcapital.com/
http://www.kafalatisme.com.lb/
https://svc.com.sa/
https://shorooq.ae/
https://byvp.com/
http://raed.vc/


5. MENA地域で最もアクティブな投資家トップ10―シリーズB以上（グロース）
• グロース投資の多くはアラブ首長国連邦を拠点とする企業によって実施されている。他のMENAイノベーション・ハブと比較

して、同国のスタートアップエコシステムが成熟していることを示している。

18

ランク 名称 国名 重点業種 重点ステージ 重点地域・国
2019年度～2020

年度第3四半期
投資件数

1 BECO Capital
アラブ

首長国連邦
運輸、Eコマース、不動産、食品＆飲料、旅行、スポーツ、配送、BI、

フィンテック、ヘルスケア、建設、人事
シリーズA～
シリーズD

MENA、トルコ 6

2 Endeavour Catalyst 米国
配送、マルチメディア、ヘルスケア、フィンテック、Eコマース、AI、運輸、

不動産、エンターテインメント＆音楽、再生可能エネルギー
シリーズA～
シリーズC

MENA 5

3 Wamda Capital
アラブ

首長国連邦
AI、フィンテック、スポーツ、Eコマース、マルチメディア、ハードウェア、食品

＆飲料、運輸、ゲーム、不動産、広告、バンキング、農業
シリーズA～
グロース

MENA、米国、
トルコ

5

4 Middle East Venture Partners（MEVP）
アラブ

首長国連邦
エンターテインメント＆音楽、食品＆飲料、ゲーム、フィンテック、教育、Eコマー

ス、アニメーション、スポーツ、BI、ヘルスケア、ファッション＆美容

グロース
MENA、

シンガポール、
米国、フランス

4

5 Saudi Venture Capital（SVC）
サウジアラビア

王国
Eコマース、エンターテインメント＆音楽、フィンテック、BI、教育、バンキング

シード～
シリーズB

チュニジア、
サウジアラビア王国

4

6 500 Startups 米国
食品＆飲料、Eコマース、フィンテック、BI、不動産、ヘルスケア、

ゲーム、旅行、教育、ファッション、配送
シード～
シリーズB

MENA、米国 3

7 CE Ventures
アラブ

首長国連邦
食品＆飲料、ヘルスケア、AI、配送、運輸

シリーズB～
シリーズD

MENA、インド、
米国、トルコ

2

8 Cedar Mundi Ventures レバノン
アニメーション、ヘルスケア、広告、食品＆飲料、配送、

エンターテインメント＆音楽
シリーズA～
シリーズB

MENA、英国 2

9 DASH Ventures ヨルダン
AI、Eコマース、マルチメディア、フィンテック、ヘルスケア、

ファッション＆美容、運輸、人事
シリーズA～
シリーズC

MENA、カナダ 2

10 Saudi Aramco
サウジアラビア

王国
建設、フィンテック、教育、ヘルスケア、Eコマース、運輸、

スポーツ、BI、人事、アニメーション、農業
シード～
シリーズC

サウジアラビア王国 2

*ランキング基準：MENAで実行された投資件数― 2019年度から2020年度第3四半期まで| 出典：MAGNiTT

https://becocapital.com/
https://endeavor.org/
https://wamdacapital.com/
https://www.mevp.com/
https://svc.com.sa/
https://mena.500.co/
CE Ventures
http://cedarmundi.com/
http://dashventures.com/
https://waed.net/en/home.html
http://endeavor.org/
http://www.crescententerprises.com/


国際性を重視する投資家
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1. 国際的なスタートアップ企業に投資したMENA拠点の投資家トップ20
• MENAを拠点とする以下の投資家は、MENAへの拡大戦略を持つ有望なグローバルベンチャーに対し、通常、投資額の最大20％を

割り当てている。

*ランキング基準：国際的なスタートアップ企業への投資件数― 2019年度から2020年第3四半期まで

ランク 名称 本社所在地（国） 重点ステージ 重点業種 投資地域・国
2019年度～2020

年度第3四半期
投資件数

1 Misk 500 MENA Accelerator
サウジアラビア

王国
プレシード、

シード
教育、Eコマース、ファッション、フィンテック、旅行、

スポーツ、BI、人事、ヘルスケア、配送、広告
米国、英国

13

2 Startupbootcamp  Fintech Dubai
アラブ

首長国連邦
プレシード フィンテック、バンキング

ガーナ、シンガポール、
インド、米国

10

3 Brinc MENA バーレーン
シード～
プレシード

人事、ハードウェア、Eコマース、農業、配送、IoT、
再生可能エネルギー、運輸、AI、社会的起業、旅行

マレーシア、パキスタン、
メキシコ、香港

6

4 Wamda Capital
アラブ

首長国連邦
シリーズA ～
グロース

AI、フィンテック、スポーツ、Eコマース、マルチメディア、ハードウェア、
食品＆飲料、運輸、ゲーム、不動産、広告、バンキング、農業

米国、トルコ

5

5 Techstars Hub71 Accelerator
アラブ

首長国連邦
プレシード～

シード
Eコマース、広告、フィンテック、不動産

アイルランド、
ハンガリー、トルコ

4

6 Flat6Labs Cairo エジプト
プレシード～
プレシリーズA

不動産、ヘルスケア、BI、Eコマース、IoT、人事、旅行、小売、
ゲーム、ファッション、配送、フィンテック、食品＆飲料

エジプト、バーレーン、
カナダ、トルコ、米国

3

7 Shorooq Partners
アラブ

首長国連邦
シード～
シリーズB

フィンテック、ファッション＆美容、ヘルスケア、Eコマース、運輸、
食品＆飲料、教育、農業、マルチメディア

米国、英国、ケニア、
パキスタン

3

8 Savour Ventures クウェート
プレシード～
プレシリーズA

食品＆飲料、Eコマース、旅行、農業、運輸、ヘルスケア 米国、トルコ

3

9 otf Wadi Accelerator オマーン
プレシード～
プレシリーズA

配送、フィンテック、マルチメディア、Eコマース、BI、教育、
ファッション、IoT、AI、農業、ゲーム、保険、ヘルスケア

パキスタン、フランス

3

10 otf Jasoor Ventures オマーン
シリーズA ～
シリーズC

運輸、Eコマース、ヘルスケア、フィンテック、ブロックチェーン
ケニア、ベルギー
、パキスタン

3

| 出典：MAGNiTT

https://misk.org.sa/innovation/services/misk-500-accelerator-3/
https://www.startupbootcamp.org/accelerator/fintech-dubai/
https://www.brinc.io/
https://wamdacapital.com/
https://www.techstars.com/accelerators/hub71
https://www.flat6labscairo.com/
https://shorooq.ae/
https://www.savour.ventures/
https://www.otf.om/
https://www.otf.om/
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2. 国際的なスタートアップ企業に投資したMENA拠点の投資家トップ20
• 2019年～2020年において、MENAを拠点とする投資家の多くが国際的なベンチャーに対して1～3件の投資を行った。
• 投資が行われたラウンドの多くは、実用最小限の製品（MVP）を開発済みのレイターステージのベンチャーを対象したものだった。

*ランキング基準：国際的なスタートアップ企業への投資件数― 2019年度から2020年第3四半期まで

ランク 名称 本社所在地（国） 重点ステージ 重点業種 投資地域・国
2019年度～2020

年度第3四半期
投資件数

11 Flat6Labs Bahrain バーレーン
プレシード～

シード
旅行、教育、Eコマース、ヘルスケア、人事、ファッション、

ゲーム、フィンテック、食品＆飲料
バーレーン、米国、
クウェート、インド

3

12 DAAL
サウジアラビア

王国
シード～

プレシリーズA
Eコマース、教育、人事 トルコ、米国 3

13
Middle East 

Venture  Partners（MEVP）
アラブ

首長国連邦
グロース

エンターテインメント＆音楽、食品＆飲料、ゲーム、フィンテック、教育、Eコマース、
アニメーション、スポーツ、BI、ヘルスケア、ファッション＆美容、旅行、配送

シンガポール、
米国、フランス、

パキスタン
2

14 Dubai Angel Investors（DAI）
アラブ

首長国連邦
シード～
シリーズA

食品＆飲料、フィンテック、人事、Eコマース、AI、運輸、ヘルスケア 米国、トルコ 2

15 CE Ventures
アラブ

首長国連邦
シード～
シリーズD

食品＆飲料、ヘルスケア、AI、配送、運輸
インド、米国、

トルコ
2

16 Beyond Capital ヨルダン
プレシード、

シード
教育、マルチメディア、フィンテック、BI、ファッション＆美容、

ヘルスケア、人事、食品＆飲料
ベルギー、カナダ 2

17 otf Techween オマーン プレシード
教育、フィンテック、Eコマース、旅行、ヘルスケア、マルチメディア、

食品＆飲料、BI、農業、ファッション、運輸、人事
パキスタン、米国、

シンガポール
2

18 Phaze Ventures オマーン
プレシード～
シリーズA

IoT、Eコマース、ハードウェア、配送、再生可能エネルギー フランス、米国 2

19 Gaza Sky Geeks パレスチナ
エンジェル～

シード
ヘルスケア、Eコマース、ゲーム、運輸、食品＆飲料、小売、農業、人事、旅行、教育 パレスチナ、米国 1

20 BECO Capital
アラブ

首長国連邦
シリーズA～
シリーズD

運輸、Eコマース、不動産、食品＆飲料、旅行、スポーツ、
配送、BI、フィンテック、ヘルスケア、建設、人事

トルコ 1

| 出典：MAGNiTT

https://www.flat6labsbahrain.com/
https://daal.ventures/
https://www.mevp.com/
https://www.dubaiangelinvestors.me/
https://www.crescententerprises.com/what-we-do/ce-ventures/
https://beyondcapital.vc/
https://www.otf.om/techween/
https://www.phazeventures.com/
https://gazaskygeeks.com/
https://becocapital.com/
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3. MENA拠点のスタートアップ企業に投資した海外投資家トップ10 
• バーレーンにMENA支店を置く500 Startupsは、MENAで最もアクティブな海外投資家だった。
• 日本からはAAICが、エジプトを拠点とするヘルスケアとEコマースの企業に対する3回の投資ラウンドに参加した。

ランク 名称 本社所在地（国） 重点ステージ 重点業種 投資地域・国
2019年度～2020

年度第3四半期
投資件数

1 500 Startups 米国
シード～
シリーズB

食品＆飲料、Eコマース、フィンテック、BI、不動産、ヘルスケア、
ゲーム、旅行、教育、ファッション、配送

MENA 113

2 Endeavor Catalyst Fund 米国
シリーズA～
シリーズC

配送、マルチメディア、ヘルスケア、フィンテック、Eコマース、AI、運輸、
不動産、エンターテインメント＆音楽、再生可能エネルギー

MENA 8

3 MSA Capital 中国
シリーズA～
シリーズC

運輸、Eコマース、フィンテック

エジプト、
アラブ首長国連邦、

サウジアラビア王国、
バーレーン

8

4 Endure Capital 米国
エンジェル～
シリーズD

人事、運輸、Eコマース、BI、ヘルスケア、フィンテック、
教育、食品＆飲料、スポーツ

MENA 7

5 Modus Capital 米国
プレシード～
シリーズA

ヘルスケア、社会的起業
アラブ首長国連邦、

エジプト
7

6 Y Combinator 米国
エンジェル～

シード
ゲーム、Eコマース、配送、建設、食品＆飲料、フィンテック

エジプト、
アラブ首長国連邦、
モロッコ、イラク

6

7 Global Founders Capital ドイツ
シード～
シリーズA

旅行、建設、フィンテック
パレスチナ、

アラブ首長国連邦、
サウジアラビア王国

4

8
Asia Africa Investment 

& Consulting（AAIC）
日本

シード～
シリーズA

Eコマース、ヘルスケア エジプト 3

9 Outliers Venture Capital 米国
シード～
シリーズA

教育、食品＆飲料、BI
サウジアラビア王国、

エジプト
3

10 Techstars 米国 シード テクノロジー、専門職／企業サービス アラブ首長国連邦 2

*ランキング基準：MENAのスタートアップへの投資件数― 2019年度から2020年第3四半期まで| 出典：MAGNiTT

https://500.co/
https://endeavor.org/approach/catalyst/
http://www.msacap.com/
https://www.endurecap.com/
https://modus.vc/
https://www.ycombinator.com/
https://www.globalfounderscapital.com/
https://aaicinvestment.com/
https://aaicinvestment.com/
https://www.outliers.vc/
https://www.techstars.com/


MENAにおける国際的な支援プログラム



1. MENA地域のサポートプログラム―まとめ
• 以下のリストは、MENAにおけるスタートアップ企業の拡大を支援する公的あるいは民間のプログラムである。
• アラブ首長国連邦（UAE）（ドバイ、シャルジャ、アブダビ）、サウジアラビア、エジプトという3つの主要イノベーション・ハブに着

目する。

ドバイおよび
シャルジャ
（UAE）

アブダビ
（UAE）

サウジアラビア

エジプト
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2. MENA地域のサポートプログラム―アラブ首長国連邦（UAE）ドバイおよびシャルジャ
• ドバイを拠点とするプログラムは、幅広い企業を対象に、法人設立および登録サービスを中心に実施されている。一方、シャルジャ首長国

のイニシアチブは、世界クラスの製品研究開発施設を提供する。

番号 名称＆ロゴ タイプ 説明

1 DIFC FinTech Hive
フリーゾーン

インキュベーター

フィンテックのスタートアップ企業を誘致し、DIFC*で銀行や規制当局との戦略的パートナーシップの確立を支援するよ
うに設計されたスケールアップアクセラレータープログラム。Hiveは、スタートアップ企業のライセンスを取得できる機
能としてコワーキングスペースも提供する。このプログラムはDIFC FinTech Fundの支援も受ける。

2
Dubai Technology Entrepreneur Campus

（Dtec）
フリーゾーン

インキュベーター

Dtecは、政府が支援するファンドとフリーゾーン運営を手掛ける。Dtecの統合された起業家エコシステムでは、ドバイで
新しいビジネスを立ち上げるため、コワーキングスペース、会社設立サポート、およびフリーゾーン登録に関するすべて
を提供する。

3 Dubai Future Accelerators 政府アクセラレーター
DFAは、ドバイ道路交通局（RTA）、ドバイ電力水道局（DEWA）、ドバイ保健局（DHA）、およびEtisalat Digitalとい
っや企業パートナーと協力し、アクセラレーションプログラムを実行する。主な利点は、政府のパートナーシップ、株式
持分ゼロ、コワーキングスペース、メンターシッププログラム。

4 Expo2020 - Scale2Dubai
アクセラレーション

プログラム
Scale2Dubaiは、District 2020のグローバル起業家向けプログラム。スタートアップ企業にドバイでビジネス拡大の機会を
提供する。2年間の無料ワークスペースと補助金付きの都市生活＆サービスの支援付き。

5 in5
フリーゾーン

インキュベーター

TECOM Groupが立ち上げたin5は、ビジネスセットアップフレームワーク、研修とメンターシップ、ネットワーキング、
投資機会、プロトタイピングラボ、スタジオ、クリエイティブなワークスペースを提供する。in5のイノベーションセン
ターは、テクノロジー、デザイン、メディアごとに知識の絶え間ない交流を促進する。

6 Sheraa Sharjah 起業センター
Sheraaのプログラムには、起業過程のすべての段階に合わせたサポートを実施する。アイデアを実現するためにワークシ
ョップ＆メンターシップセッション、UAEのB2Bと政府機関へのアクセス、登録済みスタートアップ企業向けのソフトウ
ェア＆サービスの割引、ライセンス供与、銀行口座やマーケティング助成金といったサポートを提供する。

7
SRTIP（Sharjah Research Technology and 

Innovation Park）
イノベーションパーク

SRTIPは、UAE最高の研究およびイノベーション拠点。水技術、再生可能エネルギー、環境技術、デジタル化、工業デザ
イン4.0、および輸送＆ロジスティクスに焦点を当てている。その目的は、世界クラスのインフラとサービスを提供し、
イノベーションシステムを支援、促進、開発することである。

*DIFC：ドバイ国際金融センター

https://fintechhive.difc.ae/
https://fintechfund.difc.ae/
https://dtec.ae/
https://dubaifutureaccelerators.com/en/
https://pass.expo2020.ae/expressionofinterest
https://infive.ae/
https://sheraa.ae/
https://srtip.ae/
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3. MENA地域のサポートプログラム―アラブ首長国連邦（UAE）アブダビ
• MENA最大のイノベーション拠点の1つ、UAEの政治首都であるアブダビは、政府が支援する民間のイニシアチブを提案し、ベンチ

ャーの法人設立やビジネスの立ち上げから資金調達まで支援する。

番号 名称＆ロゴ タイプ 説明

1 Hub71 Incentive Program
フリーゾーン

インキュベーター

アブダビにシード＆アーリーステージのスタートアップ企業を誘致しするよう設計されたプログラム。補助金とキャピタ
ルインセンティブを提供する。スタートアップチームメンバーに対して、ライセンス供与と住居の助成金支援を行う。選
択基準：大規模なユーザーベースまたは潜在的な市場規模を獲得をターゲットにした高成長技術であり、過去3年間にVC

資金を確保していること。

2 ADGM（Abu Dhabi Global Market） フリーゾーン

ADGMは、アブダビで立ち上げを検討しているスタートアップ企業を主導する規制当局であり、スタートアップ企業と投
資家向けにスタートアップライセンスとインセンティブパッケージを企画している。ADGMの規制当局（登録当局、金融
サービス規制当局、ADGM裁判所）は、国際的な最善の方法に基づき、ビジネスフレンドリーな環境を運営することを保
証する。

3 Masdar City フリーゾーン
Masdar Cityは持続可能性分野のパイオニアであり、より環境に優しく、より持続可能な都市生活を実現するためのイノ
ベーションを先導するための研究開発拠点でもある。再生可能エネルギー分野のあらゆる企業に対して、このフリーゾー
ンは拠点設立およびMENA地域における規模拡大を支援するイニシアチブを有する。

4 Plug And Play アクセラレーター
Plug and Play ADGMは、スタートアップ企業をシリコンバレーおよび大手企業の技術的専門知識と結び付けるイノベー
ションプラットフォーム。MENA地域では、フィンテック、旅行＆ホスピタリティ、健康の3分野でアクセラレータープ
ログラムを実施する。

5 Techstars アクセラレーター
Hub71を拠点とするこのプログラムは、様々な領域にわたるスタートアップ企業のうち、アブダビの新しい世界経済の加
速に貢献するイノベーションに焦点を当てている企業を対象とする。2021プログラムはネットワーク上になる予定。

6 TwoFour54
アクセラレーター／

フリーゾーン

TwoFour54は、MENAにおけるメディアビジネスへの入り口として、登録サポート、先進的な設備、クリエイティブコミ
ュニティの活気に満ちたエコシステムを提供する。UAEにおけるメディアビジネスの立ち上げを支援しており、法人税0

％、所有権100％、ライセンスと登録は無料となる。

7 Gothams Accelerator アクセラレーター
Gothams-Hub71 Acceleratorプログラムは、次世代の航空宇宙および防衛のスタートアップ設立に貢献するよう、リソー
スとコネクションを提供する。Hub71での12週間のプログラムの間、様々な知識の提供や関係者の紹介を通じ、アイデア
を開発できる場所を提供する。

https://www.hub71.com/application/
https://www.adgm.com/
https://masdarcity.ae/
https://www.plugandplaytechcenter.com/abu-dhabi/
https://www.techstars.com/accelerators/hub71
https://www.twofour54.com/en/
https://www.gothams.com/accelerator


番号 名称＆ロゴ
本社所在地
（都市）

タイプ 説明（プログラム+具体的に何をするか）

1 BIAC リヤド
政府

アクセラレーター

BIACは、半官半民のインキュベーターおよびアクセラレーターマネージャーであり、イノベーション・エクスプレ
スウェイ、産業企業／ヘルスケア／アル-ハラメインテクノロジーアクセラレーター、サプライチェーン開発、水
技術イノベーションセンターといったプログラムを実行する。

2 MISA（サウジアラビア投資省） リヤド ライセンス機関
MISAは、同国の投資促進を担う機関である。MISAは、サウジアラビア王国での事業の立ち上げを検討している企
業に対し、同王国で法人を設立し、事業を行うためのライセンスを提供する。MISAには日本を拠点とするスター
トアップ企業をサポートするための専用ヘルプデスクがある。

3
Misk Growth 

アクセラレーター
リヤド

政府
アクセラレーター

Misk GrowthアクセラレーターはMisk Foundationによって管理されている、アクセラレーション後の3カ月プログ
ラム。製品の市場適合性があり、拡張性のある成長モデルを求めるスタートアップ企業を対象としている。3つの
オンサイトブートキャンプを備えたこのプログラムは、スタートアップ企業によるサウジアラビア王国への市場参
入と規模拡大を支援する。

4 Misk500 リヤド アクセラレーター

この14週間のプログラムは、500 Startupsの主力アクセラレーターであるサンフランシスコプログラムに基づいて
いる。参加者はメンタリングを受け、グロースハッキングを学習し、500 Startupsの広範なエコシステムにアクセ
スする。プログラム条件：7％の株式に対する5万ドルの投資、ある程度の牽引力と実際に使える製品を持っている
スタートアップ企業を対象とし、授業料はない。

5 Monsha'at（中小企業庁） リヤド
政府による
中小企業支援

中小企業庁であるMonsha‘atは、中小企業の生産性を上げ、GDPに対する貢献を2030年までに20％から35％に高め
るために、中小企業セクターを支援する。国際的なスタートアップ企業に対しては、資金調達と規模拡大の機会を
提供する。

6 Saudi Venture Capital（SVC） リヤド 政府VC
SVC社は、民間セクター奨励プログラムの一環として、Monsha'atによって2018年に設立された。
KSAで投資を得ることを検討しているスタートアップ企業に対して、SVCはマッチングファンドを割り当てること
ができる。その条件は、当該ベンチャー企業が同国に拠点を開設し、同国投資家から投資を得ることである。
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4. MENA地域のサポートプログラム―サウジアラビア王国（KSA）
• 支援プログラムの大部分が政府関連であり、特にサウジアラビア王国 （KSA）での規模拡大に前向きな国際的ベンチャーに対して、KSA

が幅広いアクセラレーションおよび資金調達イニシアチブを提供する。

https://biac.com.sa/projects/?lang=en
https://www.misa.gov.sa/en/about/
https://misk.org.sa/innovation/services/misk-growth-accelerator/
https://misk.org.sa/innovation/services/misk-growth-accelerator/
https://www.misk.500.co/
https://www.monshaat.gov.sa/en/about
https://svc.com.sa/


番号 名称＆ロゴ
本社所在地
（都市）

タイプ 説明（プログラム+具体的に何をするか）

1 Flat6Labs カイロ アクセラレーター
Flat6Labsは、最も確立されたアクセラレーションネットワークの1つであり、セクターにとらわれず、アーリ
ーステージの企業を対象にプログラムを実施している。Flat6Labs Cairoでは企業パートナーと協力し、開発の
重要な最初の数段階を通して、起業家に働きかけ、支援を行う。

2 The Greek Campus カイロ
アクセラレーション

プログラム
オフィスレンタル、起業家向けの年1回のイベント、カスタマイズ可能なセットアップスペース、法人設立サポ
ートを提供するスタートアップネットワーク。The Greek CampusはKSAにもオフィスがある。

3 MINT Incubator カイロ アクセラレーター
MINTは、EGBANKが主導するフィンテックインキュベーターであり、起業家がバンキングの世界にアクセスし
、ビジネスを加速し、潜在的な力を解き放つことを可能にする。MINTはバンキングの世界で若い起業家の能力
を開発することを目的としている。

4 TIEC（技術革新＆起業センター） カイロ
政府

アクセラレーター

TIECは、通信情報技術省に属する政府系アクセラレーターおよびインキュベーター。TIECは、同国のICT業界
の研究開発を強化し、iClusterを観察し、スタートアップ企業に資金を提供し、エジプトをオフショアリングの
目的地としてプロモーションしている。同センターは技術移転の拠点として、企業と個人の能力強化、イノベ
ーション評価、認証サービスを提供し、国のイノベーションイニシアチブに参加する。

5 Falak Startups カイロ
政府

アクセラレーター

Falak Startupsは、エジプト国際協力省とそのベンチャーキャピタル部門であるEgypt Venturesから権限を与え
られている。そのミッションは、才能と意欲のあるアーリーステージのテック・スタートアップ企業創設者を
見つけ、権限を与え、急速に変化するその地域の状況下で彼らの成功を支援することである。

6 EFG EV FinTech カイロ
アクセラレーション

プログラム

EFG EVは、フィンテックに焦点を当てたスタートアップアクセラレーター。国内で成長し、エジプト市場の枠
を越えて拡大する可能性のある有望フィンテックスタートアップ企業に投資する。EFG EVは、資金調達からメ
ンターシップ、研修、オフィススペースまで、完全に統合されたサービスも提供する。
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5. MENA地域のサポートプログラム―エジプト
• カイロを拠点とするプログラムは、エジプトでの規模拡大に前向きな企業に対し、構想から成長ステージまでその企業合わせ

たアクセラレーションサポートを提供する

https://www.flat6labscairo.com/
https://thegreekcampus.com/
https://mint-incubator.com/mint/
https://www.tiec.gov.eg/English/Pages/default.aspx
https://falakstartups.com/
https://www.efgev.com/


MENAスタートアップカンファランス
（2021年開催予定）
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1. スタートアップ企業が2021年に参加すべきMENAで開催予定のカンファレンス
• 以下のリストは、MENAで最も有名なイノベーション関連のカンファレンスである。
• COVID-19の影響によりイベント予定が立たないため、日程については参考として記載。

番号 名称＆ロゴ 場所
日程

（予定）
参加者数 説明

1 Step Conference
アラブ首長国連邦、

ドバイ
2021年 7,000

ステップは、テクノロジー＆デジタル分野で影響力のある著名人が登壇し、何百ものスタートアップ
企業が参加するカンファレンス。テック企業の展示に加え、エンターテインメントや通信衛星を用い
た活気あるイベントを経験することが可能。

2
Future Investment 

Initiative（FII）
サウジアラビア王国、

リヤド
2021年度
第1四半期

6,000

フューチャーインベストメントイニシアチブ（FII）は、専門家主導の討論を行うための国際的なプラ
ットフォーム。グローバル投資の未来を担うグローバルリーダー、投資家、イノベーターが参加する。
投資を活用した成長の機会を促進し、イノベーションと破壊的技術を実現し、グローバルな課題に取
り組むことに重点を置いている。

3 AI Everything 
アラブ首長国連邦、

ドバイ
2021年度
第1四半期

10,000

Ai Everythingは、AIに特化した世界最大のイベントの1つで、ユニコーンスタートアップ企業、世界の
有力企業（グローバル2000）、政府、中小企業の関心を集める。Ai Everythingは、2019年の立ち上げ
時に、世界中の他のどのAIプラットフォームよりも多くオンステージ・コンテンツに時間を費やした
ことで有名になり、最も包括的なAIイベントとして今日の評判を獲得した。

4 Step Saudi サウジアラビア
2021年度
第3四半期

1,500
Step Saudiは、サウジの起業家、投資家、クリエイティブ、デジタル愛好家が集まる最高峰の会議。前
回のStep Saudiには、4本のコンテンツトラックが準備され、100社以上のスタートアップ企業、1,500

人以上が参加した。

5 AIM Congress（年次投資会議）
アラブ首長国連邦、

ドバイ
2021年度
第3四半期

16,000

AIMには、企業リーダー、政策立案者、世界的に有名な投資専門家、海外直接投資（FDI）ディールメ
ーカーが参加する。マーケティング会社のIM Digitalは、市場への拡大と浸透に大きな可能性を秘めた
スタートアップ企業を発掘することを目的に、2つのコンペティション（AIMグローバルナショナルチ
ャンピオンズリーグ、グローバルテクノプレナー）を開催。スタートアップ企業が自社ビジネスの専
門知識・技術を披露する機会を提供する。

6 GITEX Future Stars
アラブ首長国連邦、

ドバイ
2021年度
第3四半期

100,000

GITEX Future Starsは、中東、北アフリカおよび南アジアで最大のスタートアップイベント。来場者は
、世界のゲームチェンジャーや75カ国750社以上のスタートアップ企業に会う機会があり、19セクター
における話題のテクノロジーに触れることができ、ステージでは250人以上の有名人からインスピレー
ションを得ることができる。また、世界で3番目に大きいピッチコンペティションでは、お気に入りの
スタートアップを応援する。

https://dubai.stepconference.com/
https://futureinvestmentinitiative.com/en
https://futureinvestmentinitiative.com/en
https://ai-everything.com/en/
https://saudi.stepconference.com/
https://www.aimcongress.com/
https://www.gitexfuturestars.com/welcome
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2. スタートアップ企業が2021年に参加すべきMENAで開催予定のカンファレンス
• 以下のリストは、MENAで最も有名なイノベーション関連のカンファレンスである。
• COVID-19の影響によりイベント予定が立たないため、日程については参考として記載。

番号 名称＆ロゴ 場所
日付

（予想）
参加者数 説明

7 RiseUp Summit 
エジプト、カイロ 2021年度

第4四半期
5,000

RiseUp Summitは、カイロのダウンタウン中心部で毎年開催されるMENA地域で最大のイノベーション
と起業家のサミット。RiseUpには世界をリードする企業、投資家、講演者、支援組織が参加する。

8 ArabNet 未定
2021年度
第4四半期

6,000

ArabNetは、MENA地域のテックビジネス＆イノベーションに焦点を当てた有力イベント、インサイト
、イノベーションプログラムのハブ。ドバイ、リヤド、クウェート、ベイルートのテクノロジーセクタ
ー向けに大規模な会議を開催し、企業や行政向けにカスタマイズされたイノベーションプログラムを開
催する。

9 Techne Summit 
エジプト、

アレクサンドリア
2021年度
第4四半期

10,000
Techne Summitは、国際的な複数の業界を対象とした投資および起業家のイベントであり、各業界のさ
まざまなテクノロジーとアプリケーションを紹介することで、地中海地域のスタートアップコミュニテ
ィとその関係者に影響を与えることを目的としている。

10 Leap Conference サウジアラビア
2021年度
第4四半期

11月28～30日
N.A

健康、金融、エネルギー、教育、デジタルエンターテインメント、運輸、スマートシティなどの主要セ
クターすべてで、刺激的なテクノロジーを紹介する予定。LEAPは、世界的に有名な技術イノベーター
の講師陣によって率いられ、世界中で最も触発されるケーススタディに焦点を当てる。

11 FinTech Abu Dhabi
アラブ首長国連邦、

アブダビ
2021年度
第4四半期

5,000
国際的なスピーカーが130人以上、没入型フィンテックコンテンツが27時間以上、グローバルフィンテ
ックユニコーンが10社、さらにグローバルシニアアンバサダー、スケールアップ創設者、主要投資家、
および政府規制当局が参加するイベント。

12 Sharjah Entrepreneurship Festival 
アラブ首長国連邦、

シャルジャ
2021年度
第4四半期

5,000
Sharjah Entrepreneurship Festivalは、Sheikha Bodour al Qasimi閣下の後援の下、Sheraaが主催し、エ
コシステムを結集して次世代の起業家を刺激する。2日間のイベントでは、世界中の若者、意欲的な起
業家、エコシステムプレーヤーが一堂に会し、より良い未来を築くための情熱を高める。

https://www.riseupsummit.com/home
https://www.arabnet.me/
https://alex.technesummit.com/2020
https://www.onegiantleap.com/en/home.html
https://www.fintechabudhabi.com/
https://sharjahef.com/
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スタートアップ
企業

業種 本社所在地
総調達額
（ドル）

ステージ 説明

WeGo.com 旅行＆観光 シンガポール 5,900万ドル シリーズE
Wegoは、国内外の業者が市場で提供しているすべての旅行商品と価格について公平な比較を提示し、購入者がベスト
な取引と場所をすばやく見つけ、フライトやホテルを予約することを可能にしている。

Eureka AI

データ分析＆ビジ
ネスインテリジェ

ンス

インドネシア、
ジャカルタ

2,000万ドル シリーズB

リアルタイムのモバイルデータとAIソリューションを提供し、適切な顧客に適切なタイミングで適切なオファーを提供
するという普遍的な問題を解決する。Eurekaは、モバイル事業者のデータとモバイル所有者のデータを注入した独自
の人工知能を活用して、潜在および既存顧客とコミュニケーションすることにより、ビジネスを変えるインサイトを
提供することができる。

JANDI
生産性

向上アプリ

韓国
／アラブ首長国

連邦
1,300万ドル シリーズB

JANDIは、チームがどこにいても効果的にコラボレーションや共同作業ができるようにするための、クラウドベースの
企業コミュニケーションプラットフォームである。JANDI上でチームができることは次のとおり：
*メッセージングやトピックベースのグループチャットにより接続を維持する
*簡単なコラボレーションのためにファイルをアップロード、共有、コメントする
*メッセージをToDoタスクにすばやく変換し、チームメートに割り当てる
*チーム会議やメンバーの投票結果の集計のためビデオカンファレンスを立ち上げる

Gengo 教育 日本 1,200万ドル シリーズB
Gengoは、誰もがワンクリックで複数の言語を読んだり公開したりできる、人力によるグローバルな翻訳プラットフ
ォームである。

Cookpad MENA 食品＆飲料 日本 N.A グロース

クックパッド株式会社は、東京証券取引所に上場している日本の大手テクノロジー企業である。同社は、世界最大の
レシピ共有プラットフォームを運営している。同社のサービスで利用可能な言語は、現在のところ、日本語、英語、
スペイン語、アラビア語、インドネシア語、タイ語、ベトナム語、ポルトガル語。月に8,500万人以上が利用している
。

1. MENA域外からMENAに進出拡大したスタートアップ企業

https://magnitt.com/news/dubai-based-online-travel-startup-wego-aims-hit-1-billion-market-cap-it-seeks-actively-work-towards-46637
https://magnitt.com/news/eureka-ai-closes-us-20m-series-b-investment-round-to-fund-global-expansion-51581
https://www.jandi.com/landing/en/download
gengo.com
https://cookpad.me/
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スタートアップ企業 業種 本社所在地
総調達額
（ドル）

ステージ 企業情報

旅行＆観光 シンガポール 5,900万ドル シリーズE
Wegoは、国内外の業者が市場で提供しているすべての旅行商品と価格について公平
な比較を提示することで、購入者がベストな取引と場所をすばやく見つけ、フライト
やホテルを予約することを可能にしている。

WeGo.com

ビジネスの拡大
以前はBezurkとして知られていたWegoは、2005年にRoss VeitchとCraig Hewettによ
ってシンガポールで設立された。2013年にシリーズBの資金を確保した後のグローバ
ル展開戦略の一環として、バンガロール、ジャカルタ、ドバイに地域事務所を開設し
た。Wegoの地域航空会社パートナー、統合されたホテルサイト、および旅行比較シ
ョッピングのコンセプトは、Wegoの顧客に他にはない価値提案をした。中東湾岸は
ヨーロッパとアジアの間の戦略的な一大空港拠点であることから、同社をMENAに進
出拡大させた。Wegoは、ドバイを拠点とするBizGate LLCを同社の商業代表として
任命し、アラビア語のユーザーに対応しながら成長を加速させた。MENA市場への最
初の進出から6年後、Wegoの収益は事業全体で旅行予約総額10億米ドル相当に急増
した。

沿革＆MENAへの拡大
• 設立日：2005

• 創設者：2

• 従業員数：172

• MENAアクセラレーションプログラム：N.A

• MENAの支店：アラブ首長国連邦、エジプト
• その他の支店：シンガポール、インドネシア、マレーシア、インド

資金調達ラウンド 日付 金額 投資家

シリーズE 2017年6月 1,350万ドル MBC Ventures, Middle East Venture Partners（MEVP）

シリーズD 2015年10月 1,100万ドル Tiger Global Management, Crescent Group

シリーズC 2013年6月 1,700万ドル
Tiger Global Management, Square Peg Capital, Crescent 

Group

シリーズB 2010年12月 1,300万ドル Tiger Global Management

シリーズA 2008年1月 450万ドル News Corp
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スタートアップ企業 業種 本社所在地
総調達額
（ドル）

ステージ 企業情報

データ分析＆
ビジネスイン
テリジェンス

インドネシア、
ジャカルタ

2,000万ドル シリーズB

リアルタイムのモバイルデータとAIソリューションを提供し、適切な顧客に適切なタ
イミングで適切なオファーを提供するという普遍的な問題を解決する。Eurekaは、モ
バイル事業者のデータと所有者のデータを取り入れた独自の人工知能を活用して、潜
在および既存の顧客とコミュニケーションすることにより、ビジネスを変えるインサ
イトを提供することができる。

Eureka AI

ビジネスの拡大
Eurekaは、分析と人工知能に基づき構築されたプラットフォームであり、2016年に設
立された。チームは、データサイエンス、エンジニアリング、ビジネス、市場調査の
スペシャリストで構成されている。信用リスクスコアリングと顧客マーケティングプ
ログラムを提供することで、消費者の融資利用を増やし、パートナーのリスクを軽減
してきた。この特徴は、この地域の発展途上国の低信用スコアの個人による融資の利
用を増やすことになり、金融機関に未開拓の収入源を生み出すとともに、中東の消費
者を引き付けた。現在、Eurekaには東南アジア、インド、中東の事業者を介して10億
を超える顧客がいる。2020年2月、Eurekaはさらなる国際的拡大のために、2,000万ド
ルのシリーズB資金調達を完了した。

沿革＆MENAへの拡大
• 設立日：2016

• 創設者：3

• 従業員数：48

• MENAアクセラレーションプログラム：N.A

• MENAブランチ：アラブ首長国連邦
• その他の支店：ドイツ、ナイジェリア、米国、シンガポール、マレーシア

、タイ、インド

資金調達ラウンド 日付 金額 投資家

シリーズB 2020年2月 2,000万ドル
Apis Partners、Gobi Partners、Riyad TAQNIA Fund、MEC 

Ventures
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スタートアップ企業 業種 本社所在地
総調達額
（ドル）

ステージ 企業情報

生産性向上ア
プリ

韓国 1,300万ドル シリーズB

チームがどこにいても効果的にコラボレーションや共同作業ができるようにするクラ
ウドベースの企業コミュニケーションプラットフォーム。JANDI上でチームができる
ことは次のとおり：
*メッセージングやトピックごとのグループチャットによって、メンバーとの接続を
維持する
*簡単なコラボレーションのためにファイルをアップロード、共有、コメントする
*メッセージをToDoタスクにすばやく変換し、チームメートに割り当てる
*チーム会議やメンバーの投票結果の集計のためビデオカンファレンスを立ち上げる

JANDI

ビジネスの拡大
2014年に設立されたJANDIは、一連の生産性向上ツールを提供し、効率的なコミュニケ
ーションを可能にした。中東でWhatsApの電話利用が禁止されたことを受け、同社は職
場向けのコミュニケーションとワークフローの置き換えニーズに応え、広範な市場拡大
の機会を得た。JANDIは、UAEのShorooq PartnersやMawarid Trading Emiratesなど、最
初のクライアントを獲得した。同社はビジネス拡大を進める中で、いくつかのコラボレ
ーションを実施した。例えばアブダビのNetaqとはCOVID-19の共同プログラムを通じて
無料のサブスクリプションを提供した。COVID-19パンデミックの影響により、以前よ
り多くの企業が従業員の在宅勤務の環境整備を進めたため、コラボレーションプラット
フォームの需要が拡大した。

沿革＆MENAへの拡大
• 設立日：2014

• 創設者：3

• 従業員数：50

• MENAアクセラレーションプログラム：N.A

• MENAブランチ：アラブ首長国連邦
• その他の支店：なし

資金調達ラウンド 日付 金額 投資家

シリーズB 2020年9月 1,300万ドル ソフトバンク
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スタートアップ企業 業種 本社所在地
総調達額
（ドル）

ステージ 企業情報

教育 日本 1,200万ドル シリーズB
Gengoは、誰もがワンクリックで複数の言語を読んだり公開したりできる、人力によ
るグローバルな翻訳プラットフォームである。

Gengo

ビジネスの拡大
Gengoは、2008年にRobert LaingとMatthew Romaineによって設立された、人力による
グローバルな翻訳プラットフォームとして知られている。サウジアラビアのSTC 

Venturesは、MENAでアラビア語圏の市場拡大の機会をとらえ、2013年からGengoに投
資している。これは、MENAにはEコマースビジネス向けの膨大な量のオンラインコン
テンツがあり、製品の詳細をローカライズすることによりコンバージョン率と販売率を
向上させる翻訳を必要としていたからである。2018年、Gengoは自然データ処理用の
学習データプラットフォームであるGengoAIを立ち上げ、既存のアラビア語コンテンツ
の翻訳サービスにフル活用した。その後、このプラットフォームは、国際市場向けた機
械学習とコンテンツの連携において、ライオンブリッジテクノロジーズ（Lionbridge 

Technologies）のポジションを強化すると期待され、2019年に同社に買収された。

沿革＆MENAへの拡大
• 設立日：2008

• 創設者：2

• 従業員数：N.A

• MENAアクセラレーションプログラム：N.A

• MENAブランチ：N.A

• その他の支店：米国、英国

資金調達ラウンド 日付 金額 投資家

シリーズC 2015年4月 540万ドル STC Ventures

シリーズB 2013年4月 1,200万ドル STC Ventures
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スタートアップ企業 業種 本社所在地
総調達額
（ドル）

ステージ 企業情報

クックパッド 食品＆飲料 日本 N.A グロース

クックパッド株式会社は、東京証券取引所に上場している日本の大手テクノロジー企
業。同社は、世界最大のレシピ共有プラットフォームを運営している。同社のサービ
スで利用可能な言語は、現在のところ、日本語、英語、スペイン語、アラビア語、イ
ンドネシア語、タイ語、ベトナム語、ポルトガル語。月に8,500万人以上が利用して
いる。

Cookpad（MENA）

ビジネスの拡大
フードテック企業のクックパッドは、1997年に佐野陽光によって設立された。
現在、同社のレシピ共有サービスは日本最大であり、月間ユニークユーザーは
日本では6,000万人、世界では4,000万人である。同社は70カ国以上30言語で事
業を展開しており、アラビア語は中東で最も重要な言語の1つである。同社は、
2014年、アラビア語圏大手レシピWebサイトShahiya.comの運営会社である、
レバノンのNetsila社を1,350万ドルで買収し、MENAに参入した。同社の2014年
のレポートでは、ラマダン（断食月）の間にレシピサイトの使用が増加してい
ることを取り上げていた。ラマダンは、MENA地域のレシピサイトにとっては
活用増のチャンスである。

沿革＆MENAへの拡大
• 設立日：2010

• 創設者：1

• 従業員数：100 ～ 500人
• MENAアクセラレーションプログラム：N.A

• MENA支店：レバノン
• その他の支店：米国、スペイン、英国、インドネシア

資金調達ラウンド 日付 金額 投資家

非公開 2008年3月 50万ドル 三菱UFJ銀行、野村證券



投資家インタビュー
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Shorooq Partners ― 共同創設者Shane Shin氏

投資プロファイル：「当社のポートフォリオには26社があり、50

件の投資案件が最初のラウンドのフォローアップ中である。当社
は通常、アーリーステージのスタートアップ企業に対して最初の
組織的なチェックを行っている。当社の投資の45％は収益を生み
出す前の段階である。」

投資指針（レミット）：「当社の資金の20％はグローバル企業に
割り当てられているが、MENA、特に北アフリカに拡大する可能
性のあるスタートアップ企業に投資している。アジアの企業は
MENAに付加価値をもたらすことができると思う。」

「日本企業は自国の市場で非常に力を発揮しているので、MENA

に進出するための明確な戦略があれば、喜んで検討する。日本か
らMENA市場に参入したゲーム会社が数例ある。」

資金調達プロセス：「ファンドとして年間約2,000社を検討してい
るが、投資したのはわずか10社ほどのアーリーステージ。投資は
非常に集中的で、’運任せのでたらめな’投資戦略はない。国際的に
は、テーゼ主導のアウトリーチを行っている。たとえば、韓国で
は非常に強力なバイオテクノロジーベンチャーを検討し、日本で
はAIを検討している。」

スタートアップ企業に対する支援：「当社はMENAで明確な拡大
戦略を持っている企業にのみ投資し、その拡大に積極的に関与す
る。当社は、事業開発、現地人材の採用、さまざまなMENA諸国
の規制対応において創設者を支援する。また、通常、投資先企業
の取締役会にも参加している。」

企業ハイライト

• 共同創設者＆マネージングパートナー：

Shane Shin氏、Mohammad Adi氏

• ウェブサイト：https://shorooq.ae/

• 2018年：Investor of the Year

• 2019年：Fastest Growing VC Award、
Fintech Investor

• フォーブス中東により、中東のトップ
20VC、UAEのトップ10に含まれ、アブ
ダビの第1位として評価される。

MENA vs アジアのスタートアップ企業：「アジアは、ヘルスケア
、バイオテクノロジー、医療技術などの分野で非常に競争力があ
り、それらの産業分野はここ中東では大きな可能性を秘めた市場
がある。日本と韓国は、ディープテック、ライフサイエンス、医
療技術、フィンテックに非常に強い。私がEコマースやフィンテ
ックに注力しないのは、MENAのデータはローカライズする必要
があるため、日本企業がこの市場を支配する可能性は低いと思わ
れるからだ。私たちは、MENAで見いだすのが難しいセクターと
、MENAで拡大する可能性のある企業に焦点を当てたいと考えて
いる。」

VCエコシステムの比較：「アジアにはMENAより多くの投資家が
おり、アジア人は株式への投資を好むため、株式市場はMENAよ
り活発である。しかし、私は中東のテクノロジー市場には大きな
可能性があると確信している。アジアと比較して、私たち[MENA]

は流動性とエグジットの点で大きく遅れているが、私たちは追い
つこうと、それも早いうちに追いつこうとしている。あとほんの
数年かかるだけだ。」

国境を越えた協力：「私は中東、日本、韓国の架け橋ができると
確信している。アジアには良好な国内市場があるが、10年後には
多くのスタートアップ企業は競争力を維持できなくなり、国内市
場以外に全く新しい市場ブルーオーシャンを探す必要に迫られる
だろう。中国、米国、東南アジアは非常に競争が激しいのに対し
、中東では技術の進歩と拡大に大きな未開拓の可能性がある。」

https://shorooq.ae/
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Global Ventures ― ジェネラルパートナーBasil Moftah氏

投資指針（レミット）：「当社では、サハラ以南のアフリカを含
む中東とアフリカを必ず対象とすることにしている。当社は世界
中の国際的な投資枠に20％を割り当てている。アジアでは、シン
ガポールと香港のプレーヤーとつながっている。日本から積極的
な調達を行っておらず、これまで日本企業からのアプローチもな
い」

「私たちは、高成長でグローバルに拡大可能なB2Bビジネスを探
している。収益の最小値は100万ドル以上。シードステージは検
討していない。当社の投資テーゼはフィンテックに関するものだ
が、デジタルヘルス、アグリテック、エドテックにも投資してい
る。日本に関しては、確かに当社の投資テーゼに合ったテクノロ
ジーがあるが、日本のイノベーションエコシステムで起こってい
る情報を入手し、理解するのは簡単ではない。」

MENAにおける拡大戦略の要件：「当社は、MENA域内の企業や
域内に進出しようとしている企業の検討にほとんどの時間を割い
ている。MENAの域外に投資する割り当てはあるが、当社の主軸
は、この地域で拡張性の高いベンチャーを発展させることにある。
」

スタートアップ支援：「スタートアップ企業には、当社のネット
ワーキング機能、事業開発、収益成長、市場拡大、人材、人事サ
ポートを提案している。エグジットに向けた今後の資金調達の取
り組みを支援し、戦略的に成長させるための会社を設立する。当
社は、実行可能で具体的な戦略計画を定める。当社の持つ一般的
なフレームワークを各企業のニーズに適合させ、創業者の歩みを
支援している。」

企業ハイライト

• 共同創設者＆マネージングパートナー：

Noor Sweid氏、Basil Moftah氏、Said 

Murad氏

• ウェブサイト：https://www.global.vc/

• 企業テクノロジーへの投資に焦点を当て
た成長重視の企業。

• 同社は、欧州とアジアの間に、業界の古
参企業と破壊的イノベーターの間に架け
橋を作る。

MENAスタートアップエコシステム：「MENAはセクターや国に
よる違いが多い。エジプトでの規模拡大は、サウジアラビアや
UAEでの規模拡大とは大きく異なる。この3国は、MENAで最も魅
力的な3市場でもある。UAEには、Hub71など、エコシステムを有
効にし加速させる政府機関があり、成熟したスタートアップエコ
システムが構築されている。サウジアラビアは、国内のベンチャ
ー推進のために、政府の資金とイニシアチブといった現場でのア
プローチを取っている。エジプトには多くの人口と大きな消費者
基盤があるため、消費者を相手にする企業にとって魅力的である。
」

規模拡大の主要成功要因：「ベンチャーの規模拡大の成功には、
多くの促進要因が考えられる。そのうちの1つは、技術の強さとそ
の独自性である。もう1つは、ベンチャーの成長と拡大に責任を持
つ経営チームとその能力である。3番目の要因は、この機会の大き
さと時期の適切さである。レストランのメニューにQRコードの技
術を用いるアイデアは、COVID-19以前にはほとんど用いられなか
った。」

「もう1つの要因は、エグジットに関するもので、誰が買い手にな
りそうで、このビジネスの資金回収方法が何かである。日本企業
には、投資やイノベーションの側面と同様に、エグジットの側面
でも果たすべき役割がある。当社はすべての基準から評価し、比
較検討して、MENAで規模拡大を成功させる可能性のあるスター
トアップ企業について最終決定を下す。」

https://www.global.vc/
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Middle East Venture Partners（MEVP）― 最高投資責任者Walid Mansour氏

投資プロファイル：「MEVPは、インターネットおよびSaaSビジ
ネスに焦点を当て、アーリーステージとグロースステージに投資
する。過去10年間で、当社はEコマースからメディア、フィンテ
ック、ロジスティクスなど、すべての領域をカバーした。」

投資指針（レミット）：「当社の主な焦点はMENAだが、地域外
であっても何かしらの相乗効果や利益が具体的に見いだせる場合
には、わずかな投資割り当て分を利用する。国際的な投資配分枠
内では、特にMENAの発展に、当社の支援によって付加価値を生
み出せる企業を検討する。」

アジアへの投資：「MEVPは日本と協力関係にある。レバノン料
理のレシピアプリケーションShahiyaのエグジットとして、MENA

市場に参入したいと考えていた日本のクックパッドによる買収を
手掛けた。Shahiyaは料理レシピの地域最大のプレーヤーであっ
たため、グローバル市場の統合を目指していたクックパッドが関
心を寄せたからだ。投資の観点から見ると、買収は6倍以上のリタ
ーンがあり、当社にとって大成功だった。

地域を越えた視点から見ると、多くの投資先企業が中国で人材を
雇用しているため、MENAでは中国との関係が強まっている。ま
た、シンガポールを拠点とする投資会社とも関係がある。」

MENA域外への投資：「MEVPは、明確な相乗効果がある場合に
のみ、MENA域外の企業を検討する。国際的なベンチャーに対す
る具体的な基準はないが、それら企業への資金の振り分けは少額
で、機会があれば投資するという程度である。」

スタートアップ支援プログラム：「MEVPは、創設者にメンター
シップによるサポートを行い、スタートアップ企業の取締役会に
参加する。定例取締役会では、情報交換を行いながら、人材の獲
得、法的事項、財務構造、ライセンスの取得などで創設者を補佐
する。

また、事業開発の支援では、投資先企業と相乗効果を発揮し、市
場参入を決定するよう努めている。地域の投資家として、市場の
ベンチマークを考慮し、テクノロジー企業が成功をもたらす拡大
戦略を立てるのを助ける。」

スタートアップ企業の選定プロセス：「MENAの投資会社の中に
は、純粋に資本の観点から投資する会社もあるが、当社では
MENAの視点がない企業には投資しない可能性が高い。

MEVPは、主にシリーズB・Cの会社から希望があれば、どの会社
とも話をする。独自の成長ストーリー、製品／市場、成長予測、
テクノロジー、チームを検討する。」

MENAスタートアップエコシステムの特異性：「MENA地域は非
常に細分化されており、その状況を解決できれば、非常に価値の
あるビジネスになる。MENAでの拡大開始のその時から、創設者
は、複数の国でリーダーになる方法と最大の市場シェアを獲得す
る方法について明確な戦略を定める必要がある。投資会社として
のMEVPの使命は、創設者が市場のリーダーになるための正しい
決定を下す支援をすることである。」

企業ハイライト

• 共同創設者＆マネージングパートナー：

Walid Hanna氏、Walid Mansour氏

• ウェブサイト：https://www.mevp.com/

• ドバイ、ベイルート、バーレーン、リヤ
ドにオフィスを構え、2億6,000万米ドル
を超える運用資産（AUM）を保有する
MEVPは、この地域で最大かつ最も確立
されたVC企業であり、国境を越えた投
資に対する明確な意欲を持っている。

https://www.mevp.com/
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Gobi Partners ― 投資担当バイスプレジデントTaraec Hussein氏

会社の背景：「Gobi Partnersは新興市場を専門とし、2002年の設
立時は、当時の新興経済国であった中国に焦点を当てていた。
2017年には、東南アジアとMENA地域にさらにプレゼンスを拡大
することを決定した。現在、Gobiは、総額12億ドルの運用資産（
AUM）を抱え、約13のVCファンドを管理している。当社は機関
投資家、企業、そして公的ソブリンファンドと協力している。」

投資指針（レミット）：「ステージに関しては、アーリーベンチ
ャーとグロースベンチャーの両方に投資しており、投資額の範囲
は5万ドルから500万ドル以上まで。東南アジアではグロースステ
ージを扱う。地理的には、規模を拡大できる可能性の高い国（例
：インドネシアの人口は単独で2億6,000万人もある）の現地企業
に投資する。中東と東南アジアのどちらの地域にもイスラム教徒
が住んでいるため、両地域に投資機会をもたらすことがGobiの命
題である。」

重点業種：「Gobiはフィンテック、コンシューマテック、リテー
ルテック、ヘルステック、エドテック、トラベルテック、産業技
術、アグリテックなどに投資する。重点業種は国により異なる。
パキスタンではフィンテック投資が多いが、中国ではさらに進み
、インダストリー4.0、ビッグデータ、AI、自動運転車両、ロボッ
トに投資する。」

スタートアップ支援プログラム：「スタートアップの創設者が
Gobiとの協力を選択する理由は、当社が中東とアジアの両方でパ
ートナーの地域ネットワークを構築しているからである。当社は
また、市場に関するインサイトや、特定の国で事業を構築する方
法に関する知識も提供する。Gobiとパートナーを組んだ創始者の
多くは、10億ドル規模のビジネスを構築し、エグジットを成功さ
せている。当社では、中国で成功した起業家をアジアやMENAの
新しい創設者と結び付け、専門知識を共有できるよう努めている
。また、さまざまな国において業界レベルでの会議で創設者を支
援し、それらの国の市場での規模拡大の特異性について話し合う
機会を持てるようにしている。」

MENAスタートアップエコシステムの特異性：「MENA市場は興
味深いニッチ市場で、多くがリレーションシップに基づいている
。適切な製品を持っていても、適切な関係者とのつながりがない
場合、市場に食い込むことは非常に困難である。第2に、地政学的
リスクもあり、創設者はどの投資家と提携するかについて注意す
る必要がある。ある国からお金を受け取ると、他の国から締め出
される可能性がある。」

「プラス面を見ると、MENAのテック市場はかなりよく発達して
おり、拡張できる優れたインフラを備えている。B2BのEコマース
ソリューション、ソーシャルコマース、フィンテック、ロジステ
ィクス、配送、モビリティ、再生可能エネルギーなどにチャンス
がある。」

企業ハイライト

• 共同創設者＆マネージングパートナー：

Michael Zhu氏、Wing Hu氏

• ウェブサイト：https://gobi.vc/

• Gobi Partnersは、中国、上海、香港、
ASEANへのITおよびデジタルメディア投
資に焦点を当て、アーリーステージから
レイトステージまでのベンチャーを対象
にしている。

https://gobi.vc/
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OTF Jasoor Ventures ― Moosa Al Raeesi氏

企業ハイライト

• ウェブサイト：https://www.otf.om/

• オマーンテクノロジーファンド（OTF）
は3つのマイクロファンドを運営し、
MENA地域で、コンセプトの考案からア
ーリーグロースの企業に至るまで、さま
ざまなステージにわたり投資している。

投資プロファイル：「OTFは2016年にオマーンのソブリンウェル
スファンドによって設立され、現在はオマーンICTグループ（
Oman Information and Communications Technology Group）の一
部である。OFT Jasoor Venturesは3,000万ドルのファンド。当社
は、主にMENA地域に焦点を当て、テクノロジーおよびテクノロ
ジー対応企業に投資する。」

投資指針（レミット）：「当社はセクターにとらわれず、シード
ステージ後の企業に焦点を当てている。当社の最初のチケットサ
イズは50万ドルから200万ドルの範囲であり、通常、その後の資
金調達ラウンドが続き、1企業あたりの最大の投資は約350万ドル
である。」

アジアへの投資：「当社は日本を拠点とするスタートアップ企業
には投資していないが、投資先企業であるMixed Dimensionsと日
本を拠点とする株式会社ミマキエンジニアリングとは、3D印刷、
モデリングサービス、3Dソフトウェアの分野でグローバルな戦略
的パートナーシップを締結した。」

MENA域外への投資：「MENA域外への投資については限られて
いるが、地域に付加価値をもたらす可能性を探している。当社は
、MENAの各国の市場のニーズと要件に対応することを目指して
いる。

また、投資先企業がオマーンでプレゼンスを確立し、それぞれの
利害関係者と結びつくよう支援する。当社は、知識の移転と現地
の雇用の可能性を念頭に置きながら、MENA域外のスタートアッ
プ企業が当地域のエコシステムに価値をもたらすことを望んでい
る。」

スタートアップ支援：「もし可能であれば常に、当社の投資先企
業の評価額の向上を目指すのは当然である。すべてのスタートア
ップが同じというわけではなく、要件も異なる。市場へのアクセ
スが必要な企業もあれば、法的支援が必要な企業もある。たとえ
ば、数社の投資先企業にはさまざまな地域の利害関係者を結び付
けることで支援した。オマーンで事業を行っていない他の投資先
企業については、オマーンでの企業プレゼンスの創出に尽力した。
」

スタートアップの選定プロセス：「OTFのポートフォリオには
100社以上のスタートアップ企業がある。OTFTechweenおよび
OTFWadiコホートに参加するための選定プロセスは、アプリケー
ションの冒頭で概説されている。」

「Jasoor Venturesでは、通常のVCと同様、投資チームが多くの
ファクターを検討する。当社ではアプリケーション記載内容に頼
るのではなく、代わりに、当社の投資テーゼに沿った企業には積
極的かつ先を見越してアプローチしている。ウォッチリストに企
業を追加し、綿密にフォローする。チーム、およびその他の重要
な指標（機会の大きさ、会社の業績や拡張計画など）を評価する
。

当社は、OTFの広範な投資先に参加する可能性のあるスタートア
ップ企業を常に評価している。これにより、当社はスタートアッ
プ企業が互いの成功と課題から学び、場合によっては関心のある
分野で協力することを目指している。

また、MENAの現在の発展動向についても調べている。MENAの
数カ国の政府は、付加価値税（VAT）の導入を発表した。当社で
はこれに対処できそうな域外のスタートアップ企業を検討した。
」

https://www.otf.om/
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Techstars Hub71 Accelerator ― マネージングディレクターVijay Tirathrai氏

会社概要：「Techstarsは、起業家の成功を支援する世界的なネッ
トワーク。これは、世界に広がる当社の50のアクセラレーション
プログラムを介しアーリーステージの企業に投資することで実現
する。現在、年間約400社のペースで投資を行っており、過去15

年間で約300億ドル相当、2,500社のポートフォリオをつくりあげ
た。」

投資指針（レミット）：「Techstarsは、世界中からアーリーステ
ージのテクノロジー企業を見つけ投資している。当社はセクター
にとらわれず、特定の領域や業界のサブセクターにも焦点を当て
ていない。当社は通常、これらの企業への最初の機関投資家であ
る。Techstarsの投資モデルはユニークで、経験豊富なチームがサ
ポートする3カ月のアクセラレータープログラム、約100万ドル相
当のパートナー特典、投資家、メンター、企業のグローバルネッ
トワークへのアクセスが含まれ、投資先企業の成長と規模拡大を
助ける。さらに、スタートアップ企業の6％の株式と引き換えに、
12万ドルの現金投資を行っている。」

アブダビを重視：「このプログラムは、アブダビ政府のソブリン
ウェルスファンドであるMubadala Capitalと提携している。
Techstarsのプログラムの使命は投資収益を超えたところにあり、
アブダビのイノベーションエコシステムとMENAの成長ポテンシ
ャルに対して、投資がもたらす影響に期待する傾向がある。この
ため、当社は主に、フィンテック、Eコマース、ロジスティクス
、エドテック、AR、VRなどのセクターで、UAEのデジタル変革
を強化する企業に注目している。」

国際的な選定：「TechstarsはUAEまたはMENAの企業を選択する
よう義務付けられてはいない。それどころか、当社は世界中から
企業を探している。通常、年間500～800社の企業を審査し、10社
に投資する。つまり、アプリケーションプールの2％未満をプログ
ラムに受け入れている。応募者の地域分布に関しては、MENA、
北米、ヨーロッパ、英国、インド、東南アジア、台湾、香港、か
らほぼ均等にあり、日本からは数社である。」

スタートアップ支援プログラム：「まず、Fortune 500企業との国
際的な戦略的パートナーシップを通じ、スタートアップ企業に専
門知識や助言を与えられる関係性の構築を支援する。ローカルレ
ベルでは、スタートアップ企業の価値を高めるための優れたチー
ムが現場にいる。当社は、市場参入戦略、潜在的なクライアント
への紹介、政府とのつながり、資金調達サポートなどで支援する
。プログラム開始から3カ月以内に、製品と市場の適合性もテスト
し、必要に応じて製品のイテレーションや市場戦略を支援する。
」

MENA市場の拡大：「MENAは世界で最も急速に成長している地
域の1つで、人口統計でも最も急速に人口が増加し、インフラと接
続性が十分に整備されている。MENAへの進出の際には、政府に
も顧客企業にも広範なネットワークをもつアクセラレータープロ
グラムを活用し、製品市場の適合性をテストすることを推奨した
い。第2に、すべての国を網羅するのではなく、出発点として1カ
国に限定して始める方がよい。」

企業ハイライト

• ウェブサイト：
https://www.techstars.com/accelerator

s/hub71

• このプログラムは、さまざまな領域
にわたるスタートアップ企業向けに設
計されているが、全てがアブダビの新
しい世界経済を加速させるイノベーシ
ョンに焦点をあてている。

https://www.techstars.com/accelerators/hub71
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Dubai Angel Investors（DAI） ― 投資マネージャーOraib Kazimi氏

スタートアップ支援プログラム：「DAIはビジネスに投資した後
、メンターを割り当てることで、企業の進捗状況をフォローアッ
プするとともに、DAIとそのメンバーから創業者が必要とする援
助を提供する。」

MENAスタートアップエコシステムの特異性：「 MENAへの進出
を計画している国際的なスタートアップ企業に私が送るアドバイ
スの1つは、各国の市場の特異性をよく検討することである。
MENA地域は非常に多様であり、1つの戦略がすべての国や文化に
適合するとは限らない。そうは言っても、 MENA地域は、大きな
可能性と成長の機会を提供する発展途上の市場でありながら、素
晴らしい人材も抱えている。

さらに、MENAの各国政府は過去数年にわたり、スタートアップ
エコシステムを開発および支援するため顕著な努力を重ねており
、効率性を促進しスタートアップ企業がMENAでプレゼンスを確
立するよう奨励するためのイニシアチブとり、そうしたプログラ
ムを立ち上げている。」

投資指針（レミット）：「DAIは、2016年にドバイで設立された
マイクロVCである。DAIは、アーリーステージのテクノロジー企
業に投資し 、シードからグロースポテンシャルが高いシリーズA

ラウンドに引き上げる。今日、当社のポートフォリオは、テクノ
ロジーにおける多様な領域の26社に成長している。当社はほとん
どセクターにとらわれていない。企業が独自のテクノロジーを介
して顧客と関わり、ビジネスを拡大するための資本効率の高いビ
ジョンを持っている限り、DAIは企業への投資を検討する。
DAIは、定評のあるベンチャーファンドと一緒に投資すると同時
に、さまざまなシードやブリッジのラウンドのリード投資家とし
ても行動している。DAIは通常、ネットワークメンバーからの共
同投資を除き、投資する各企業に10万ドルから25万ドルを投入す
る。
地理的な観点からは、投資先企業の大部分はMENA地域で事業を
行っているが、ヨーロッパや米国など、世界の他の地域で事業を
行っている企業もある。」

国際的なスタートアップ企業への投資：「DAIは、インド、パキ
スタン、マレーシアなどの国際的なベンチャーから常にオファー
を受けている。企業がMENAにオフィスを構える必要はないもの
の、ビジネスに確かな成長の可能性がある強力な創業者を探して
いる。当然のことながら、DAIの基盤がUAEにあり、ネットワー
クメンバーの大多数がMENAを拠点としていることを考えれば、
DAIにとりMENAに拠点を置く企業に付加価値を付ける方が簡単で
ある。 」

企業ハイライト

• ウェブサイト：
https://www.dubaiangelinvestors.me/

• DAIは、100人以上の投資家で構成さ
れるメンバー主導のマイクロVCであ
る。起業家やチームが概念実証から顧
客の牽引までアイデアを形にし、意欲
、エネルギー、決意、野心をもって規
模を拡大していくのは情熱的なことで
ある。

https://www.dubaiangelinvestors.me/
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Brinc MENA ― マネージングディレクターHeriberto Saldivar Massimi氏

投資指針（レミット）：「過去6年間で、次のような当社の主要な
領域全体で150を超えるスタートアップに投資を行ってきた：ハ
ードウェア、IoT、医療技術、ロボット、AI、産業用IoT、フード
テック、アグリテック。Brinc MENAの投資基準は、国連の開発目
標と一致している。アーリーステージのベンチャー、できればシ
ードラウンドとプレシードラウンドに4万ドルから15万ドルまで
の投資を行う。当社は、プロトタイプが機能している企業、でき
れば最初のクライアントをもっていること、またスタートアップ
企業が新しい市場への拡大戦略を持っていることを望んでいる。
」

アジアのスタートアップエコシステム：「私たちBrincは、東南ア
ジア地域に精通している。東南アジアにオフィスがあり、投資先
の約30％はシンガポール、マレーシア、インドネシアである。当
社の製造分野では、中国だけでなく日本のチームとも協力してき
た。製造業ビジネスを拡大する次のステップで、日本の2～3チー
ムをサポートした。」

スタートアップ支援：「Brincは通常、3つの重要な側面に焦点を
合わせる。投資先チームに技術力があること、機能的製品を持っ
ていること、加えて規模拡大に関する明確な戦略をもっているこ
とである。当社は、企業が参入したい市場を理解する助力をし、
製品のニーズがあるかどうか、そして経済的な実行可能性を確認
する。当社は財務モデリング、ユニットエコノミクスを用い、チ
ームにアドバイスする。また、チームが協力することが可能なメ
ンター、アドバイザー、潜在的な顧客を特定する手助けも行う。
」

MENAスタートアップエコシステムの特異性：「創設者の中には
、MENAを単なる資金調達の場と見なしている者もいる。MENA

は乾燥した土地であるが、資本の存在に加え、規模を拡大するう
えでも刺激的な土地柄である。私はまた、この地域では石油に依
存した経済から、より多様化したイノベーション主導型の経済へ
のシフトが起こっていると考える。たとえば、ドバイは、技術系
スタートアップに特化したさまざまな政府支援プログラムを備え
、世界のイノベーション拠点としての地位を確立している。

ただし、この地域の文化的特異性を考慮に入れる必要がある。
MENA市場に参入したい場合は、文化を尊重し、ルールに従って
行動する必要がある。」

MENAの業界トレンド：「Brincの視点から見ると、エネルギーは
最も明確であるが、イノベーションが最も難しいセクターでもあ
ると、私は考える。また、アグリテック、ロジスティクス、医療
技術、観光、およびコネクティビティは、次の10年で最もイノベ
ーション主導型の産業になるだろう。中東は、テクノロジーの助
けを借りて将来の経済を構築する最前列にいたいと考えている。
」

企業ハイライト

• ウェブサイト：https://www.brinc.io/

• Brinc MENAは、この地域初のモノの
インターネット（#IoT）に特化したア
クセラレーターであり、中国の製造を
必要とするハードウェア製品に関する
知識、広範な投資家ネットワークを通
じた資金調達へのアクセス、経験豊富
な起業家によるビジネスの専門知識を
もたらしている。

https://www.brinc.io/
https://brinc.io/
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Faith Capital ― 副会長＆CEO Mohammed Jaffar氏

投資プロファイル：「Faith Capitalの第一の焦点は、成長する可
能性の高いテクノロジー企業である。チケットサイズの範囲は20

万ドルから150万ドルまでである。」

投資指針（レミット）：「Faith Capitalが投資するのはシャリア
（イスラム法）に準拠した企業のみである。投資の重点は、当初
はレイトシードステージだったが、その後シリーズAとシリーズB

のステージに移行した。」

業界の志向性：「Faith Capitalは、オンラインに移行することで
価値を生み出す可能性がある、大規模でデフラグ（最適化）され
たオフラインスペースに注目している。」

MENAの拡張： 「Faith CapitalはMENAと国際市場の両方に投資
する。」

MENAスタートアップエコシステムの特異性：「1つの大きな課
題は、MENA地域ではEUや米国と同じようには地域の結びつきが
ないことである。

一部のMENA諸国では外国人の所有権も問題となっており、魅力
が低下している。特定の国では、創設者が事業を行うにはその国
のパートナーが必要であり、規模拡大を一層難しくし費用がかか
るものにしている。このことから、大手の外国人投資家や優秀な
外国人人材にとって、MENAの魅力が減じている。」

スタートアップ支援：「Faith Capitalは、資本に加えて、多くの
重要な事業分野の資本先企業が、優れた企業になれるよう助力し
ている。」

企業ハイライト

• マネージングパートナー：
Mohammed Jaffar氏、Abdulaziz Al 

Loughani氏

• ウェブサイト：
https://faithcapital.com/

https://faithcapital.com/
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Flat6Labs ― 最高投資責任者Dina El-Shenoufy氏

投資プロファイル：「Flat6Labsは、最先端のアイデアを持った
聡明で情熱的な起業家を育成し、それに投資するMENAのスター
トアップアクセラレータープログラムである。シード資金、戦略
的メンターシップ、クリエイティブなワークスペース、多数の特
典、起業家精神に焦点を当てたビジネストレーニングを提供し、
パートナー事業体やメンターおよび投資家のネットワークを通じ
てFlat6Labsのスタートアップ企業を直接サポートする。」

投資指針（レミット）：「当社のアクセラレーションプログラム
は、株式の7％から10％と引き換えに、6万ドルから30万ドルのチ
ケットサイズで構成されている。当社はセクターにとらわれず、
検討するのは明確な製品である。サービス企業には投資していな
い。

Flat6Labsのエジプトのファンドは、エジプトのビジネスを対象と
している。エジプトのビジネスとは、エジプトの企業、エジプト
資本がマジョリティーである企業、またはエジプトの創設者のい
ずれかを指す。

Flat6Labsは他にもいくつかのファンドがMENAにある。たとえば
、チュニジアのファンドも、自国のスタートアップ企業に焦点を
当てている。現時点のバーレーンのファンドは、はるかに国際的
である。そして、願わくば、Flat6Labsが立ち上げるファンドが今
後もっと地域を越えたところに重点を置くようになると私は考え
る。」

スタートアップ支援：「サポートに関して、Flat6Labsでは広範な
アクセラレーションプログラムから始める。卒業したスタートア
ップ企業のためにも、資金調達、ネットワーキング、事業開発、
人的資源、優秀な人材の採用など、さまざまなことで役立つ継続
的なサポートを提供する。具体的には、専任の投資チームとポー
トフォリオ管理チームが、スタートアップ企業と日常的に協力し
て、必要なことを特定し、ビジネスモデルを検討し、戦略を考え
る。」

MENAのビジネスチャンス：「MENAが経済的に繁栄しているこ
とが、イノベーションにとっては、まだ多くの新しいテクノロジ
ーを生み出す必要がある大きなビジネスチャンスとなる。MENA

はまだ非常に初期のエコシステムであり、多くの機会があるが多
くの市場ギャップを満たす必要がある。そこにチャンスがある。
」

企業ハイライト

• 共同創設者＆マネージングパートナー：

Mohamed Nabil Kash氏、Roger Abboud氏、
Panagiotis Tsangas氏、Khaled Husseini氏、
Mohammad Assiri氏

• ウェブサイト：https://www.flat6labs.com/

https://www.flat6labs.com/
http://www.flat6labs.com/location/cairo/#top
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500 Startups ― プリンシパルLaila Hassan氏

投資プロファイル：「500 Startupsは、MENAを拠点している、また
は世界中のMENAディアスポラによって設立されたアーリーステー
ジのスタートアップに投資している」

投資指針（レミット）：「500 Falconsファンドは、アーリーステー
ジの投資ファンドであり、平均初回投資額は10万ドルから20万ドル
の間である。後続のチケットサイズは30万ドルから50万ドルの間で
ある。

500 Startupsの最初の投資は、ハイブリッド投資プログラム（プレシ
ードプログラムおよびプレシリーズAプログラム）または企業への直
接投資のいずれかを通じて行われる。

これらのプログラムの条件は次のとおりである。」

• プレシードプログラム：株式の7％に対して5万ドルの投資

• プレシリーズAプログラム：株式の約3％に対して15万ドルの投資

スタートアップ支援：「500 Startupsの5週間のプログラムは非常に
集中的で、世界中からメンターを招いて、企業をサポートし、ビジ
ネスの成長とその指標の構築に一緒に取り組んでいる。また、資金
調達、プレゼン資料のレビュー、ビジネスモデルの作成、ビジネス
に関する重要な問題の強調、KPI（主要業績評価指標）などでも創設
者を支援する。

500 Startupsはグローバルブランドとして、さまざまな市場にわたる
ネットワークを活用する。他の地域での事業拡大を検討している企
業、あるいはより幅広い投資家層を探している企業に対しては、ネ
ットワークを役立てる。」

500 Startupsは友好的な投資家であり、通常はシードラウンドを主導
している。我々が提供する投資契約書であるKISSを通じてドキュメ
ントを標準化することができるため、創設者の時間を大幅に節約し
、創設者に分かりやすい用語を事前に設定する。」

MENAにおける資金調達プロセス：「500 Startupsの強力なブラン
ドのおかげで、多くのインバウンド企業が手を差し伸べてくる。
当社はMENAで行われるすべてのイベントにも参加している。当
社は非常に強力なネットワークと、当社と投資を共有する多くの
VCとの間で素晴らしい関係を持っている。また、大きなポートフ
ォリオ（175社）を持つことで、創設者から強力な照会ネットワ
ークを得ることができ、非常に感謝している。」

MENAスタートアップエコシステムの特異性：「MENAのエコシ
ステムはまだ初期段階にあるため、エコシステムを軌道に乗せる
にはインフラを構築する必要がある。

MENAの『イノベーション』で簡単な部分は、国際的なビジネス
モデルのローカリゼーションである。たとえば、MENAで始まっ
た食品配送のように、世界中に強力なプレーヤーがいる（IPOに
も続いている）。ただし、MENAで製品をローカライズするには
、クレジットカードやインターネットの普及度、大量消費市場の
人口動態などを考慮する必要がある。

産業に関しては、イノベーションの最初の波により、企業はEコ
マース、ロジスティクス、あるいは重工業とテクノロジーのハイ
ブリッドに参入した。テクノロジー対応のスタートアップ企業に
より、フィンテックなど、より構造化され洗練されたビジネスが
見られるようになっている。」

企業ハイライト

• ウェブサイト：https://mena.500.co/

• 500 Startupsは、起業家精神を通じて世
界中の人々と経済を活性化することを
使命とする、最もアクティブなグロー
バルVCの1つである

• 500 StartupsのMENA投資は、経済を多
様化し、テクノロジーに資本投下し、
起業家への投資を奨励するという地域
の取り組みを前進させるのに役立っ。

https://mena.500.co/
http://500.co/accelerator/
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Plug and Play Ventures（PnP）―ベンチャーズアソシエイトSherif El Hennawy氏

会社の背景：「PnPは、各国でいくつかのアクセラレータープロ
グラム（フィンテック、旅行＆ホスピタリティ、ヘルスケア）お
よびMa‘anと提携したメンタルウェルネスプログラムを実行して
いる。これらのプログラムの目的は、イノベーションの観点、ま
たさまざまなスタートアップ企業と協力する観点から、PnPの企
業パートナーをサポートすることである。スタートアップの視点
からは、UAEまたはMENA地域への市場参入の評価を支援する。
」

投資指針（レミット）：「PnPには世界中に38カ所ほどのオフィ
スがあり、各オフィスはそれぞれの管轄区域に焦点を合わせてい
る。PnPは特にMENAに焦点を当てている。当社は各国の市場で
、定評ある製品と既存のクライアントを持っている企業を探して
いる。資金および事業運営のリソースを持っている企業が、
MENA、特にUAEでの規模拡大にその力を傾注することを望んで
いる。

アクセラレーターの視点からは、企業パートナーにソリューショ
ンを提供するテクノロジーを探している。たとえば、エティハド
航空やミラルアセットマネジメントに対して旅行向けのソリュー
ションテクノロジー、あるいは提携銀行や金融機関に対してコン
プライアンスおよびKYC（本人確認）ソリューションテクノロジ
ーなど。」

アクセラレータープログラム：「PnPはアクセラレーターのスタ
ートアップ企業に特定のサポートを提供する。当社は、他のアク
セラレーターが従来から行っているように7％の株式を請求するこ
とはない。また、企業パートナーにより発生する可能性のある概
念実証や完全な商品化から手数料を受け取ることもない。当社の
アクセラレータープログラムは、オフィスの場所自体にもよるが
、通常3～6カ月間実行されることになるだろう。」

スタートアップ支援プログラム：「PnPは、当社の企業パートナ
ーを介して、スタートアップ企業のビジネス開発の機会をサポー
トするだけでなく、この地域でのビジネスや交渉相手となる機関
とのビジネスに関してのメンターシップの提供をする。

アクセラレーター企業に提供するサポートは、実際に資本を投入
した投資先企業に提供するサポートとほぼ同じである。唯一の違
いは、投資先企業に対しては、PnPの国際ネットワークを活用し
、グローバルレベルで紹介する用意があることである。投資先以
外の企業が当社の企業パートナーにアクセスできるのは、アクセ
ラレータープログラム、またはアドホックリクエストのどちらか
を通した場合のみである。」

MENAスタートアップエコシステムの特異性：「国際的なスター
トアップ企業は通常、中東を均質な地域と見なしているが、中東
は実際には非常に細分化されている。各政府には独自の規制があ
り、市場規模はさまざまなので、事業は各国の領域に合わせて調
整する必要がある。

それに加え、この地域のビジネスは人間関係の構築に大きく基づ
いて行われる。したがって、販売サイクルは非常に長く、取引を
成立させるのに18カ月もかかる可能性がある。とはいえ、ほとん
どの場合、特にB2Bの潜在的なクライアントサイドは、中東に投
資する意思のある企業とのビジネスには熱心である。」

企業ハイライト

• ウェブサイト：
https://www.plugandplaytechcenter.co

m/abu-dhabi/

• Plug and Play ADGMは、スタートア
ップ企業をシリコンバレーの他にはな
い技術的な専門知識とマッチングする
中東最高のイノベーションプラットフ
ォーム。PnPは現在、MENA地域で次
の4つのアクセラレータープログラム
を実行している：フィンテック、旅行
＆ホスピタリティ、ヘルスケア、およ
びメンタルウェルネスプログラム。

https://www.plugandplaytechcenter.com/abu-dhabi/
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VentureSouq ― 投資アナリストMaria Dolores Fernandez Flores氏

投資指針（レミット）：「VentureSouqには3つの独立したマンデ
ートがある。最初のマンデートはMENAのフィンテックに特化し
、2番目のマンデートはグローバルシードのスタートアップ企業を
対象とし、3番目のマンデートは社会的意義のある投資（
Conscious Investing）に焦点を当てている。VentureSouqは、
UAE外に拠点を置き、そこから世界中のアーリーステージのテク
ノロジービジネスに焦点を当てた国際的な投資を行っている。

グローバルスタートアップ企業に関しては、前述のとおり、
VentureSouqには国際的な投資を可能にする2つのマンデートがあ
る。第1はグローバルシードのマンデートであり、東南アジアを含
む世界中のアーリーステージのテクノロジースタートアップ企業
への投資に目を向けている。

第2は社会的意義のある投資（Conscious Investing）であり、これ
もアーリーステージのテクノロジーベンチャーへの投資に目を向
けているが、特に環境問題または社会問題のいずれかを解決しよ
うとしているものに焦点を当てている。VentureSouqにはスター
トアップ企業がMENAで事業を立ち上げるという要件はない。た
だし、投資先企業の中にはMENAでのスタートアップをチャンス
と見ているものもいる。」

アジアのスタートアップ企業：「当社のグローバルシードポート
フォリオの一環として、シンガポール、インドネシア、フィリピ
ンに本社を置く企業に投資する。現在、当社はフィンテックに非
常に大きな重点を置いているが、食品、健康、およびエドテック
業界にも非常に興味をかきたてられている。」

スタートアップ支援：「VentureSouqが投資する企業は、幅広い
サポートイニシアチブを受けている。当社は創設者の事業開発を
継続的に支援し、投資先企業のうち数社の取締役会に参加してい
る。また、法的形式や財務管理に関する質問に関して企業をサポ
ートする。実のところ、VentureSouqはドバイの法律の範囲内で
ポータルを開発した。ここでは、すべてのフリーゾーンについて
各ゾーンの根拠に関する説明があり、企業のビジネスの種類や事
業の業種に応じたさまざまなメリットを示している。このポータ
ルは、MENAに進出するため登録と規模拡大に適した拠点を見つ
けようとしているテクノロジー創設者の役に立つ。」

MENAのビジネスチャンス：「MENAは実際のところ新興市場で
あり、このことがMENAを非常にダイナミックにしている。なぜ
なら、MENAには、米国やヨーロッパのようにもっと成熟した市
場ではすでに開拓されているものの多くが未開拓のチャンスとし
て残されているからである。また、MENAのVCエコシステムは小
さいが、これが、すべての人にサポートが行き渡り、人々とのつ
ながり、起業家にとっては投資家への働き掛けを非常に容易にし
ていると、私は思う。

課題の点で、最も重要なのはMENAのさまざまな国々にまたがる
ビジネスの拡張性である。この地域は均一ではなく、各国ごとに
異なる法規則が適用される。」

企業ハイライト

• 共同創設者＆マネージングパートナー
：

Sonia Gokhale氏、Tammer Qaddumi氏、
Suneel Gokhale氏、Sonia Weymuller氏

• ウェブサイト：
https://www.venturesouq.com/

• VentureSouqは、MENAを拠点とするア
ーリーステージのベンチャーキャピタ
ル企業であり、日常の問題を解決して
いる高成長、高利益率のデジタル企業
に焦点を当てている。

https://www.venturesouq.com/
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STV ― 投資アナリストSietse van de Kerkhof氏

投資プロファイル：「STVはリヤドを拠点とするサウジアラビア
の5億ドルのファンドであり、UAEのドバイにもオフィスがある
。当社はシリーズAに焦点を当てており、通常のチケットサイズ
は500万ドルから1,000万ドルだが、機会の適否によっては、若干
の増減ができる。シリーズAプラスの資金調達ラウンドを主導す
ることを好むが、主にMENAを拠点とするスタートアップ企業、
あるいは中東、特にサウジアラビアで事業を展開している国際的
なベンチャー企業を対象としている。STVは、MENAが収益の大
きなシェアを占めているベンチャーを好む。」

アジアへの投資：「STVは過去に、特にシンガポールを拠点とす
るスタートアップ企業を数社検討したことがある。ただし、
MENAへの拡張計画が必要であり、収益予測の少なくとも20％が
MENAからのものとする。域内の子会社が事業開発を促進してい
るが、スタートアップ企業がMENAにオフィスを置くことは義務
ではない。」

スタートアップ支援：「STVは通常、当社が主要投資家の1つであ
る企業の取締役会に参加する。さらに、STVには、創設者と直接
連携する専任のサポートチームがあり、人材の獲得、サプライチ
ェーンと流通管理、域内の大企業クライアントとの事業開発、他
の域内投資家へのアクセスなどを支援している。」

MENAスタートアップエコシステム：「いかなるスタートアップ
にとっても、MENAでの規模拡大はそれぞれ異なるプロセスにな
る可能性がある。たとえば、ヨーロッパやアジアからの参入スタ
ートアップ企業は、アフリカのベンチャー企業とは異なる課題を
抱えることになるだろう。一般的に、現在の大きな課題は、適切
な人材を見つけること、特定の製品市場に合わせて顧客への価値
提案（バリュープロポジション）を調整することなどである。創
設者の観点からは、MENAの起業家の大多数は初めて創設者にな
るため、いくつもの企業の撤退や規模拡大を成功させた経験はな
い。海外からのより経験豊富な起業家は、専門知識をもたらすこ
とで、MENAで歓迎されるだろう。

さらに、アジアと比較した場合、MENAのVC市場は小さく、域内
の投資家にはセクター固有のマンデートはない。域内投資家は、
当社を含め、MENAで拡張性の高いすべてのビジネスモデルを検
討する。たとえば、フィンテック、ロジスティクスなどの特定の
セクターには確かにチャンスがある。」

スタートアップと投資家への働き掛け：「MENAでは明確な拡大
戦略がなければ、国際的なスタートアップ企業が資金を調達する
ことは難しいだろう。したがって、MENAでプレゼンスを定め、
重要なユーザーベースを獲得することは、域内の投資家から資金
を調達するのに間違いなく役立つことになる。」

MENAスタートアップエコシステムの特異性：「MENA地域は非
常に細分化されており、その状況を解決できれば、非常に価値の
あるビジネスになる。」

企業ハイライト

• CEO＆マネージングパートナー：

Abdulrahman Tarabzouni氏

• ウェブサイト：https://stv.vc/

• STVは、サウジアラビアのリヤドに本社
を置く5億ドルのテクノロジーベンチャ
ーキャピタルファンドである。

https://stv.vc/
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Class 5 Global ― マネージングパートナーZachary Finkelstein氏

投資指針（レミット）：「Class 5 Globalは、ラテンアメリカ、東
南アジア、中東などの新興市場のアーリーステージの企業への投
資に焦点を当てた、米国を拠点とするベンチャーキャピタル企業
である。当社の信念は、新興市場全体に投資することで、あらゆ
る市場間での有意義な知識の伝播を促進し、そのようにして必要
とされる価値を出資先企業に付加することができる点にある。」

アジアの投資：「Class 5は東南アジアで、シンガポールやインド
ネシアのような国に投資している。日本は非常に魅力的な市場で
あり、多くの刺激的なベンチャーが構築されているが、当社の投
資の焦点は新興市場に限られている。日本は先進国市場だと考え
ている。」

スタートアップ支援：「Class 5は国際的なネットワークを活用し
て、創設者にグローバルな視点をもたらす手助けをする。世界中
から追加出資の調達を行い、国際的な人材を引き付ける支援も行
う。当社はシリコンバレーと他の新興市場の両方から知識とネッ
トワークを活用することができる。」

MENAエコシステム：「MENAのベンチャーキャピタルエコシス
テムは成熟の途上にあるため、創設者と投資家の両方にとって非
常に魅力的なチャンスである。長い道のりを歩んできたが、それ
でもまだ十分に開拓されておらず、資本も不足している。これこ
そとてもワクワクさせられることである。政府、特に湾岸協力会
議（GCC）は、MENAのベンチャーキャピタルの成長を加速する
ため、多くの素晴らしいイニシアチブを開始した。創設者の観点
からは、MENAは市場の巨大な可能性を解き放つために特別なタ
イプの起業家を必要としている。」

MENAのビジネスチャンス：「MENAで最も刺激的なイノベーシ
ョンのいくつかは、フィンテックやフィンテック対応のビジネス
で生まれている。顧客対応のビジネスを構築する場合でも、舞台
裏のインフラとなるビジネスを構築する場合でも、サプライチェ
ーンから、資産のシェアリングや所有に関する新しい形式、決済
など、あらゆるものを検討している。私たちの活動はまだ始まっ
たばかりであり、今後数百億ドル、さらには数千億ドル相当の市
場となる潜在性を秘めている。」

企業ハイライト

• パートナー：

Joel Ayala氏、Zach Finkelstein氏、Youcef 

Oudjidane氏、Jonathan Krause氏

• ウェブサイト：
https://www.class5global.com/

• Class 5 Globalは、新興市場のスタート
アップ企業にとって最高の資本パート
ナーになることを目指している。

https://www.class5global.com/
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500 Startups

企業情報
• 500Startupsのベンチャーキャピタル企業としての使命は、世

界で最も才能のある起業家を発見して後押し、大きな成功を
収める企業の創設を支援し、そして繁栄するグローバルエコ
システムを構築することである。当社は、世界で最もアクテ
ィブなシードステージベンチャーキャピタル企業の1つであ
る。500 Startupsは、シリコンバレーでの創業以来、4つのグ
ローバルファンド、および個別の地域市場か領域のいずれか
に特化した14のテーマ別ファンドを通じて、2,000を超える
企業に投資してきた。100人以上のチームメンバーが世界中
のさまざまな場所におり、500Startupsのグローバルな投資ポ
ートフォリオは60カ国以上に広がっている。

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 Synkers ネットワーク＆コミュニティ 2020年9月 プレシリーズA レバノン

2 La Reina Exchange Eコマース 2020年9月 プレシリーズA エジプト

3 Finedine Menu 食品＆飲料 2020年7月 プレシリーズA トルコ

4 THE PLATFORM 農業 2020年7月 シード バーレーン

5 Salasa 運輸 2020年6月 シリーズA サウジアラビア王国

6 Telgani 消費者サービス 2020年5月 シード サウジアラビア王国

7 Brimore Eコマース 2020年5月 プレシリーズA エジプト

8 Source Beauty Eコマース 2020年5月 シード エジプト

9 Quantum 広告＆マーケティング 2020年5月 プレシード エジプト

10 Bankiom フィンテック 2020年5月 プレシード アラブ首長国連邦

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

米国 MENA、グローバル エンジェル～シリーズB

食品＆飲料、Eコマース、フィンテック、BI、不動産、ヘルスケア、ゲーム、
旅行、教育、ファッション、配送＆ロジスティクス、広告＆マーケティング、

ネットワーク＆コミュニティ

投資プロファイル
• 総開示投資件数：256

• **平均開示チケットサイズ：10万ドル
• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
**資金提供機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

最新の資金調達ラウンド

https://magnitt.com/investors/1033/500-startups
http://500.co/accelerator/
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Algebra Ventures

企業情報
• Algebra Venturesは、カイロを拠点とする5,000万ドルのベン

チャーキャピタルファンドであり、エジプトおよびMENA地
域で人々の生活やビジネスの方法を変えようとしているアー
リーステージのテクノロジー企業に投資している。リミテッ
ドパートナー（LP）には、Cisco、欧州委員会、エジプト・
アメリカ企業ファンド（Egyptian-American Enterprise Fund 

：EAEF）、欧州復興開発銀行（EBRD）、国際金融公社（
IFC）、および民間のファミリーオフィスが含まれる。
Algebraは、これまでHolidayMe、Trella、Elmenus、
GoodsMart、Halanなど、MENAの革新的なテクノロジー企業
16社に投資してきた。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

エジプト アラブ首長国連邦、エジプト、ヨルダン シード～シリーズC
Eコマース、食品＆飲料、旅行、運輸、教育、配送、フィンテック、

ヘルスケア、ネットワーク＆コミュニティ

投資プロファイル
• 総開示投資件数：24 

• **平均開示チケットサイズ：N.A

• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
**資金提供機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 La Reina Exchange Eコマース 2020年9月 プレシリーズA エジプト

2 Brimore Eコマース 2020年5月 プレシリーズA エジプト

3 Eventtus
ネットワーク＆コミュ
ニティ

2020年4月 ブリッジ アラブ首長国連邦

4 Khazna フィンテック 2020年3月 シード エジプト

5 Elmenus 食品＆飲料 2020年2月 シリーズB エジプト

6 Yodawy ヘルスケア 2019年11月 シリーズA エジプト

7 FilKhedma 消費者サービス 2019年10月 シード エジプト

8 FilKhedma 消費者サービス 2019年10月 プレシリーズA エジプト

9 Trella 配送＆ロジスティクス 2019年8月 プレシード エジプト

10 Orcas 消費者サービス 2019年6月 プレシリーズA エジプト

最新の資金調達ラウンド

https://magnitt.com/investors/19159/algebra-ventures
https://algebraventures.com/
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Asia Africa Investment & Consulting（AAIC）

企業情報
• AAICは、アフリカのヘルスケアセクター内で急成長している

企業に投資することを目指している。その重点は、企業の業
績向上と拡大を支援するため、資本増加と長期的価値の上昇
に置かれることになる。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

日本 エジプト シード～シリーズA Eコマース、ヘルスケア

投資プロファイル
• 総開示投資件数：3 

• **平均開示チケットサイズ：N.A

• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
**資金提供機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 Rology ヘルスケア 2020年9月 プレシリーズA エジプト

2 Shezlong ヘルスケア 2020年6月 シリーズA エジプト

3 DentaCarts Eコマース 2019年12月 シード エジプト

最新の資金調達ラウンド

https://magnitt.com/investors/51088/asia-africa-investment-consulting-aaic
http://aaicinvestment.com/
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B&Y Venture Partners（BYVP）

企業情報
• B&Yは、MENAを拠点とするVC企業であり、新しい市場の創

出や既存の市場の変革を目指して、先見の明があり影響力の
大きい創設者にグローバルに投資している。当社は、独自の
ルートとチームの強力なグローバルネットワークを通じて、
MENAとより成熟した西側市場との間の架け橋として機能し
ている。B&Yの目標は、MENAのスタートアップ企業がグロ
ーバルになり、最高の国際企業がMENAに進出するのを支援
することである。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

レバノン レバノン、アラブ首長国連邦 シリーズA～シリーズC
配送、ヘルスケア、フィンテック、BI、旅行、食品＆飲料、

エンターテインメント＆音楽、Eコマース

投資プロファイル
• 総開示投資件数：32 

• **平均開示チケットサイズ： 40万ドル
• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
**機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 Band Industries （Roadie） エンターテインメント＆音楽 2020年6月 シリーズA レバノン

2 Seez テクノロジー 2020年2月 シリーズA アラブ首長国連邦

3 MUNCH:ON 食品＆飲料 2020年2月 ブリッジ アラブ首長国連邦

4 CarSwitch Eコマース 2020年1月 シリーズA アラブ首長国連邦

5 NymCard フィンテック 2019年8月 ブリッジ レバノン

6 Sohati ヘルスケア 2019年8月 シリーズA レバノン

7 NymCard フィンテック 2019年7月 シリーズA レバノン

8 NymCard フィンテック 2019年7月 シリーズA レバノン

9 serVme
データ分析＆ビジネスインテ
リジェンス

2019年7月 シリーズA アラブ首長国連邦

10 Zbooni テクノロジー 2019年6月 プレシリーズA アラブ首長国連邦

最新の資金調達ラウンド

https://byvp.com/
https://magnitt.com/investors/1071/venture-partners-yvp
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BECO Capital

企業情報
• BECO Capitalは、湾岸協力会議（GCC）を中心に、MENA地

域のテクノロジー企業にアーリーステージの資本増加および実
践型の事業支援を提供するベンチャーキャピタル企業である。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

アラブ首長国連邦 MENA、トルコ シリーズA～シリーズD
運輸、Eコマース、不動産、食品＆飲料、旅行、スポーツ、配送、BI、

フィンテック、ヘルスケア、建設、人事

投資プロファイル
• 総開示投資件数：42 

• **平均開示チケットサイズ：N.A

• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
**機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 Fetchr 配送＆ロジスティクス 2020年7月 シリーズC アラブ首長国連邦

2 Wahed フィンテック 2020年6月 シリーズC サウジアラビア王国

3 Kitopi 食品＆飲料 2020年2月 シリーズB アラブ首長国連邦

4 Tribal Credit フィンテック 2019年12月 シード エジプト

5 Fetchr 配送＆ロジスティクス 2019年12月 ブリッジ アラブ首長国連邦

6 BulkWhiz Eコマース 2019年10月 シリーズA アラブ首長国連邦

7 Swvl 運輸 2020年6月 シリーズC エジプト

8 Tenderd 建設 2019年6月 シード アラブ首長国連邦

9 Proximie ヘルスケア 2019年6月 シリーズB レバノン

10 MaxAB Eコマース 2019年6月 シード エジプト

最新の資金調達ラウンド

http://becocapital.com/
https://magnitt.com/investors/1065/beco-capital
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Beyond Capital

企業情報
• Beyond Capitalは、起業家支援の非営利団体Endeavour 

Jordanとアンマンを拠点とするベンチャーキャピタル企業
Silicon Badiaの合弁事業で創設されたLLC（合同会社）であ
る。米国国際開発庁（USAID）USAIDから提供された1,000

万ドルのファンドによって支えられている。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

ヨルダン
ヨルダン、アラブ首長国連邦、ベルギー

、カナダ
プレシード、シード

教育、マルチメディア、フィンテック、BI、ファッション＆美容、
ヘルスケア、人事、食品＆飲料

投資プロファイル
• 総開示投資件数：10 

• **平均開示チケットサイズ：3万ドル
• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
**機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 Whyise ITソリューション 2020年8月 シード ヨルダン

2 Cerebian テクノロジー 2020年5月 シード カナダ

3 Bilforon
データ分析＆ビジネスインテ
リジェンス

2020年5月 シード ヨルダン

4 Amina Skincare ファッション＆美容 2020年5月 非公開 ヨルダン

5 Washywash 消費者サービス 2020年5月 非公開 ヨルダン

6 Nafsika Skourti ファッション＆美容 2020年5月 非公開 ヨルダン

7 Kama Local Gourmet 食品＆飲料 2020年5月 非公開 ヨルダン

8 Eon Aligner ヘルスケア 2020年5月 非公開 ベルギー

9 Solfeh フィンテック 2020年5月 非公開 ヨルダン

10 Kader 人事＆採用 2020年5月 シード ヨルダン

最新の資金調達ラウンド

https://magnitt.com/corporates/24093/beyond-capital
http://beyondcapital.vc/
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Brinc MENA

企業情報
• Brincは、インターネットに接続されたソリューションを通じ

て世界のデータを解き放とうとしている起業家をサポートす
るハードウェアアクセラレーターである。Brincは、湾岸協力
会議（GCC）およびMENA地域で事業を行っているアーリー
ステージのIoTスタートアップ企業に投資している。そのビジ
ョンは、MENA地域のIoT拠点となって、IoT起業家が目標を
達成するよう鼓舞し、支援することである。BrincはBatelco

と提携し、Brinc Batelco IoT Hubを立ち上げた。ここでは、
アイデアを出し、革新し、コラボレーションするため、クリ
エイティブなコワーキングやイベント、メイカースペースを
提供する。Brincは5年前に香港で立ち上げられた。バーレー
ン、バルセロナ、ポーランド、インドにオフィスがある。
Brincは、世界中からアクセラレーターアプリケーションを受
け入れている。

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 Xeleqt N.A 2020年5月 シード バーレーン

2 Frij N.A 2020年9月 プレシード バーレーン

3 Symphony IoT 2020年9月 プレシード 香港

4 Iris Technologies N.A 2020年9月 プレシード チュニジア

5 plantOS W.L.L 農業 2020年9月 シード バーレーン

6 Freepark 運輸 2020年9月 プレシード トルコ

7 ANSER 人工知能 2020年9月 プレシード メキシコ

8 WASCO LAB 社会的起業 2020年9月 プレシード バーレーン

9 Crowd Powered 再生可能エネルギー 2020年9月 シード レバノン

10 THE PLATFORM 農業 2020年9月 プレシード バーレーン

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

バーレーン
バーレーン、ナイジェリア、マレーシア
、パキスタン、ヨルダン、レバノン、ト
ルコ、メキシコ、香港、チュニジア

シード、
プレシード

人事、ハードウェア、Eコマース、農業、配送、IoT、再生可能エネルギー、
運輸、AI、社会的起業、旅行

投資プロファイル
• 総開示投資件数：19 

• **平均開示チケットサイズ：N.A

• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
**機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

最新の資金調達ラウンド

https://magnitt.com/enablers/16825/brinc-mena
https://brinc.io/
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Cedar Mundi Ventures

企業情報
• Cedar Mundi Venturesは、国際的なテクノロジースタートア

ップ企業に投資しているレバノンのベンチャーキャピタルで
あり、レバノンでかなりの経済的プレゼンスを持ち、中東で
は成長のチャンスがある。CMVは、ミッドステージからレイ
トステージのテクノロジースタートアップ企業のシリーズA 

以上に投資するか、ヨーロッパや米国の主要なVC企業と共同
投資する。CMVはKuwait Holdingグループの一員であり、ク
ウェートとドバイの証券取引所に上場している連結資本金は
60億ドルを超えている。Kuwait Holdingは、デジタルテクノロ
ジーへのプリンシパルインベストメント（自己資金投資）に
加え、関連会社のArzan VC（UAE）、Cedar Mundi Ventures

（レバノン）などを通じて、これまでに2億5,000万ドルを超
えるベンチャーキャピタルファンドを管理している。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

レバノン MENA、英国 シリーズA～シリーズB
アニメーション、ヘルスケア、広告、食品＆飲料、配送、

エンターテインメント＆音楽

投資プロファイル
• 総開示投資件数：15

• **平均開示チケットサイズ：N.A

• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
**機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 Band Industries エンターテインメント＆音楽 2020年6月 シリーズA レバノン

2 Basma Lebanon ヘルスケア 2020年1月 シード レバノン

3 Ecomz ITソリューション 2019年7月 シリーズA レバノン

4 Proximie ヘルスケア 2019年6月 シリーズB レバノン

5 Washmen 消費者サービス 2019年6月 シリーズB アラブ首長国連邦

6 COFE App 食品＆飲料 2019年2月 プレシリーズA クウェート

7 Quiqup 配送＆ロジスティクス 2018年9月 シリーズB 英国

8 Quiqup 配送＆ロジスティクス 2018年9月 シリーズA 英国

9 COFE App 食品＆飲料 2018年8月 シード クウェート

10 Polaire テクノロジー 2018年4月 シリーズA レバノン

最新の資金調達ラウンド

https://magnitt.com/investors/20353/cedar-mundi-ventures
http://cedarmundi.com/
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CE Ventures

企業情報
• CE Venturesは、Crescent Enterprisesのコーポレートベンチ

ャーキャピタルプラットフォームであり、アーリーステージ
からレイトステージまでの高成長企業や世界各地の厳選され
たベンチャーファンドへの戦略的投資に重点を置いている。
このプラットフォームは2017年に始まり、当初の1億5,000万
ドルを資本として2020年まで投資される予定で、そのうちの
50％はMENA地域を対象としている。CE Venturesは、サプ
ライチェーン管理技術、医療技術、サービスとしてのエンタ
ープライズソフトウェア（SaaS）、およびニッチな消費者向
けの新興技術など、Crescent Enterprisesの事業との相乗効果
をもたらすスタートアップ企業を対象としている。このプラ
ットフォームは、人工知能（AI）、モノのインターネット（
IoT）、ブロックチェーンなどの新たなテクノロジーに焦点を

当てている。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

アラブ首長国連邦 MENA、インド、米国、トルコ シード～シリーズD 食品＆飲料、ヘルスケア、AI、配送、運輸

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
**機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 Vezeeta ヘルスケア 2020年2月 シリーズD エジプト

2 Kitopi 食品＆飲料 2020年2月 シリーズB アラブ首長国連邦

3 Volt Lines 運輸 2019年12月 シリーズA トルコ

4 Marti 運輸 2019年5月 シリーズA トルコ

5 Transcorp 配送＆ロジスティクス 2018年11月 非公開 アラブ首長国連邦

6 Kitopi 食品＆飲料 2018年10月 シード アラブ首長国連邦

7 Vezeeta ヘルスケア 2018年9月 シリーズC エジプト

8 TARA.AI 人工知能 2018年1月 シード 米国

9 Freshtohome 食品＆飲料 2017年3月 シリーズA インド

投資プロファイル
• 総開示投資件数：8

• **平均開示チケットサイズ：N.A

• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

最新の資金調達ラウンド

https://magnitt.com/corporates/23377/ce-ventures
http://www.crescententerprises.com/
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DAAL

企業情報
• Daalの目的は、IT分野の企業にメンターシップと事業開発の

インサイトを提供することにより、優れた投資の機会を創出
することである。Daalチームは、国際舞台でこうした企業の
成長を導き、育成する経験を持っている。これは、中東進出
とサウジアラビア市場への参入を目指す新興企業に特に当て
はまる。Daal はVCファンドとして、投資家にITセクター特
有の高成長の機会に参加するチャンスを提供する。Daalは、
革新的な企業を湾岸協力会議（GCC）の地域にもたらすこと
に尽力している投資家とプリンシパルが主導している。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

サウジアラビア王
国

トルコ、米国 シード～プレシリーズA Eコマース、教育、人事

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
**機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 Nexford University 教育 2020年9月 プレシリーズA 米国

2 Ordera 消費者サービス 2020年8月 シード 米国

3 PalmHR 人事＆採用 2020年6月 シード サウジアラビア王国

4 Eventtus ネットワーク＆コミュニティ 2020年4月 ブリッジ アラブ首長国連邦

5 Caramella クリエイティブ 2019年9月 プレシリーズA サウジアラビア王国

6 Paymes Eコマース 2019年6月 シード トルコ

7 Dabchy Eコマース 2019年4月 シード チュニジア

投資プロファイル
• 総開示投資件数：7

• **平均開示チケットサイズ：N.A

• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

最新の資金調達ラウンド

https://magnitt.com/investors/41049/DAAL
https://daal.io/


66

DASH Ventures

企業情報
• DASH Venturesは、アンマンを拠点とするベンチャーキャピ

タル企業であり、急速に変貌しているMENA経済の最前線で、
この地域の起業家エコシステムの中心で活動している。当社
は地域や国に関係なく最高の機会に投資することを目指して
いるが、主にMENA地域に焦点を当てている。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

ヨルダン MENA、カナダ シリーズA～シリーズC
AI、Eコマース、マルチメディア、フィンテック、ヘルスケア、

ファッション＆美容、運輸、人事

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
**機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 Liwwa, Inc. フィンテック 2020年2月 シリーズB ヨルダン

2 Floranow Eコマース 2019年12月 シリーズA アラブ首長国連邦

3 Swvl 運輸 2019年6月 シリーズC エジプト

4 Nafsika Skourti ファッション＆美容 2019年6月 ブリッジ ヨルダン

5 Swvl 運輸 2018年11月 シリーズB エジプト

6 Mejuri Eコマース 2018年7月 シリーズA カナダ

7 Liwwa, Inc. フィンテック 2018年2月 シリーズA ヨルダン

8 Floranow Eコマース 2017年12月 シード アラブ首長国連邦

9 ArabiaWeather, Inc 人工知能 2017年10月 ブリッジ ヨルダン

10 Nafsika Skourti ファッション＆美容 2017年9月 シード ヨルダン

投資プロファイル
• 総開示投資件数：26 

• **平均開示チケットサイズ： 40万ドル
• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

最新の資金調達ラウンド

https://magnitt.com/investors/1090/dash-ventures
http://www.dashventures.com/
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Dubai Angel Investors（DAI）

企業情報
• DAIのエンジェルネットワークは、MENA地域のスタートアッ

プエコシステムをサポートしている。DAIは、志を同じくす
る個人で構成される会員主導の投資会社である。私たちは、
起業家やチームが概念実証から顧客の牽引までアイデアを形
にし、意欲、エネルギー、決意、野心をもって規模を拡大し
ていくことができるよう、情熱を注いでいる。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

アラブ首長国連邦 米国、トルコ シード～シリーズA 食品＆飲料、フィンテック、人事、Eコマース、AI、運輸、ヘルスケア

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
**機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 Synkers ネットワーク＆コミュニティ 2020年9月 プレシリーズA レバノン

2 Rology ヘルスケア 2020年9月 プレシリーズA エジプト

3 Mamo Pay フィンテック 2020年4月 シード アラブ首長国連邦

4 Volt Lines 運輸 2019年12月 シリーズA トルコ

5 WIMO ITソリューション 2019年11月 シード アラブ首長国連邦

6 MoneyFellows フィンテック 2019年8月 プレシリーズA エジプト

7 SINC 人事＆採用 2019年8月 プレシード 米国

8 Clara 専門職／企業 2019年7月 シード アラブ首長国連邦

9 MUNCH:ON 食品＆飲料 2019年4月 シリーズA アラブ首長国連邦

10 PointCheckout フィンテック 2019年2月 シード アラブ首長国連邦

投資プロファイル
• 総開示投資件数：23

• **平均開示チケットサイズ：N.A

• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

最新の資金調達ラウンド

https://magnitt.com/investors/20511/dubai-angel-investors
https://www.dubaiangelinvestors.me/
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Endeavour Catalyst Fund

企業情報
• Endeavour Catalystは、Endeavourの起業家たちのエクイテ

ィファイナンスラウンドをサポートし、Endeavourが長期的
でサステイナブルに発展できるように構築されたファンドで
ある。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

米国 MENA シリーズA～シリーズC
配送、マルチメディア、ヘルスケア、フィンテック、Eコマース、AI、運輸、

不動産、エンターテインメント＆音楽、再生可能エネルギー

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
**機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 Insider 広告＆マーケティング 2020年6月 シリーズC トルコ

2 Figopara フィンテック 2020年5月 シード トルコ

3 TruKKer 運輸 2019年11月 シリーズA アラブ首長国連邦

4 Bayzat フィンテック 2019年10月 シリーズB アラブ首長国連邦

5 Swvl 運輸 2019年6月 シリーズC エジプト

6 Proximie ヘルスケア 2019年6月 シリーズB レバノン

7 Mawdoo3 生産性向上アプリ 2019年5月 シリーズB ヨルダン

8 InstaDeep 人工知能 2019年5月 シリーズA チュニジア

9 Awok Eコマース 2019年4月 シリーズA アラブ首長国連邦

10 Jamalon Eコマース 2019年3月 シリーズB ヨルダン

投資プロファイル
• 総開示投資件数：25

• **平均開示チケットサイズ：N.A

• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

最新の資金調達ラウンド

https://magnitt.com/investors/12392/endeavor-catalyst-fund
http://endeavor.org/
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Endure Capital

企業情報
• Endure Capitalは、起業家が率いるアーリーステージの投資

ファンドである。当社は素晴らしいアイデアを持ったスター
トアップチーム、なかでも持続的な成長を見越すことができ
る企業を忍耐強く探している。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

米国 MENA エンジェル ～ シリーズD
人事、運輸、Eコマース、BI、ヘルスケア、フィンテック、

教育、食品＆飲料、スポーツ

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
**機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 ElCoach, Inc. スポーツ＆フィットネス 2020年3月 シード エジプト

2 Breadfast 食品＆飲料 2020年3月 ブリッジ エジプト

3 Tribal Credit フィンテック 2019年12月 シード エジプト

4 Abwaab 教育 2019年10月 プレシード ヨルダン

5 almentor.net 教育 2019年10月 シリーズA アラブ首長国連邦

6 NowPay フィンテック 2019年8月 プレシード エジプト

7 MaxAB Eコマース 2019年6月 シード エジプト

8 Brimore Eコマース 2019年2月 シード エジプト

9 RiseUp ネットワーク＆コミュニティ 2018年12月 シード エジプト

10 Nawah-Scientific ヘルスケア 2018年12月 プレシリーズA エジプト

投資プロファイル
• 総開示投資件数：26

• **平均開示チケットサイズ：N.A

• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

最新の資金調達ラウンド

https://magnitt.com/investors/1084/endure-capital
http://www.endurecap.com/
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Faith Capital

企業情報
• Faith Capitalは、国内外で健全な事業を展開することにより

長期的な価値を構築する才能ある創設者に投資するベンチャ
ーキャピタル企業である。クウェートを拠点とするベンチャ
ーキャピタルファンドで、湾岸協力会議（GCC）でビジネス
経験の実績があり、成功を収めた個人の集まりがこのVCを所
有・管理している。Faith Capitalの第一の焦点は、MENAの
域内外に拠点を置き、将来的に世界的に成長する可能性が高
いEコマースビジネスである。Faith Capitalのアプローチは、
資金調達と、そして最も重要なこととして、国内外の事業お
よび管理に特化した専門知識の両方を通じて、これらの企業
をサポートし、さらなる価値を生み出すことである。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

クウェート MENA、米国 シリーズA ～ シリーズB Eコマース、食品＆飲料

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
**機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 YouGotaGift Eコマース 2020年4月 非公開 アラブ首長国連邦

2 Justmop.com 消費者サービス 2019年11月 シリーズA アラブ首長国連邦

3 Crowd Analyzer ITソリューション 2019年11月 シリーズA アラブ首長国連邦

4 BulkWhiz Eコマース 2019年10月 シリーズA アラブ首長国連邦

5 CaptainPanel テクノロジー 2019年4月 シード 米国

6 inagrab Eコマース 2019年4月 シード バーレーン

7 Foodics 食品＆飲料 2019年4月 ブリッジ サウジアラビア王国

8 Eyewa Eコマース 2019年3月 シリーズA アラブ首長国連邦

9 JustClean 消費者サービス 2019年2月 シリーズB クウェート

10 Fakespot ネットワーク＆コミュニティ 2018年10月 シード 米国

投資プロファイル
• 総開示投資件数：12

• **平均開示チケットサイズ：N.A

• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

最新の資金調達ラウンド

https://magnitt.com/investors/24814/faith-capital
https://faithcapital.com/
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Falak Startups

企業情報
• Falak Startupsの野心は、MENAの急速に変化している起業家

精神を背景に、才能があり野心的なアーリーステージのスタ
ートアップ創設者を見つけ、彼らが目標に向かって前進する
のを助けるため、力を与えることである。当社のプログラム
はセクターにとらわれず、スタートアップ企業の製品と市場
の適合性を磨き、ビジネス、運営および収益モデルを微調整
し、顧客基盤を拡大し、後続投資を増やすことに焦点を当て
ている。当社は、資金調達、ネットワーキング、メンターシ
ップ、トレーニング、およびさまざまな特典や利点を含む、
定評ある6カ月のアクセラレーションプログラムを通じた起
業家支援を目指している。プログラムの各サイクルは、創設
者が潜在的な投資家、政策立案者、利害関係者、およびパー
トナーに発表するデモデーで最高潮に達する。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

エジプト エジプト プレシード～ シード
食品＆飲料、ヘルスケア、Eコマース、教育、スポーツ、フィンテック、

人事、ファッション、運輸、旅行、AI

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
**機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 Waffar X フィンテック 2019年10月 プレシード エジプト

2 RafiQ AI 2019年10月 プレシード エジプト

3 Rabbit 運輸 2019年10月 プレシード エジプト

4 Teradix ITソリューション 2019年10月 プレシード エジプト

5 Root Air テクノロジー 2019年10月 プレシード エジプト

6 SKN 不動産 2019年10月 プレシード エジプト

7 Angel テクノロジー 2019年10月 プレシード エジプト

8 Droplen ネットワーク＆コミュニティ 2019年10月 プレシード エジプト

9 Visgo 旅行＆観光 2019年10月 プレシード エジプト

10 Raseedi 電気通信 2019年9月 シード エジプト

投資プロファイル
• 総開示投資件数：53

• **平均開示チケットサイズ：10万ドル
• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

最新の資金調達ラウンド

https://magnitt.com/enablers/30229/falak-startups
http://falakstartups.com/
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Flat6Labs Bahrain

企業情報
• Flat6Labs Bahrainは、Tamkeenと提携したアクセラレーター

プログラムで、バーレーン国内および国際的スタートアップ
企業の成長を加速させ、急速に成長しているバーレーンのベ
ンチャーキャピタル業界へ安定的にスタートアップ情報を提
供することを目的としている。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

バーレーン
バーレーン、米国、クウェート、

インド、アラブ首長国連邦
プレシード～ シード

旅行、教育、Eコマース、ヘルスケア、人事、ファッション、
ゲーム、フィンテック、食品＆飲料

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
**機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 Mismaar 建設 2020年6月 プレシード バーレーン

2 Hotdesk 不動産 2020年6月 プレシード アラブ首長国連邦

3 Expocar AR／VR 2020年6月 プレシード ロシア

4 The Nourishers 社会的起業 2020年6月 プレシード バーレーン

5 ADRI テクノロジー 2020年6月 プレシード バーレーン

6 Intelligent Majlis テクノロジー 2020年6月 プレシード バーレーン

7 Aegait 消費者サービス 2020年6月 プレシード バーレーン

8 Beanboat N.A 2020年3月 シード バーレーン

9 Unipal Eコマース 2019年11月 プレシード バーレーン

10 Telp 教育 2019年9月 プレシード バーレーン

投資プロファイル
• 総開示投資件数：30

• **平均開示チケットサイズ：10万ドル
• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

最新の資金調達ラウンド

https://magnitt.com/enablers/24750/flat6labs-bahrain
http://www.flat6labsbahrain.com/
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Flat6Labs Beirut

企業情報
• Flat6Labs Beirutは、Flat6Labsファミリーのスタートアップ

アクセラレーターであり、今後5年間で100以上のスタートア
ップ企業をサポートし、投資する目的を持ち、ArabNetと提
携して立ち上げている

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

レバノン レバノン プレシード ～ プレシリーズA
建設、アニメーション、BI、不動産、エンターテインメント＆音楽、

フィンテック、Eコマース、ゲーム、食品＆飲料

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
**機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 Presentail ネットワーク＆コミュニティ 2019年7月 プレシード レバノン

2 IoTree テクノロジー 2019年7月 プレシード レバノン

3 PharmaKlik ヘルスケア 2019年7月 プレシード レバノン

4 Zima ITソリューション 2019年7月 プレシード レバノン

5 JAWNAH ファッション＆美容 2019年7月 プレシード レバノン

6 Clean2O 水 2019年7月 プレシード レバノン

7 Fleets ITソリューション 2019年7月 プレシード レバノン

8 Anachron Technologiesフィンテック 2019年2月 プレシード レバノン

9 LifeLab BioDesign 農業 2019年2月 プレシード レバノン

10 Binary Analytics
データ分析＆ビジネスインテ
リジェンス

2019年2月 プレシード レバノン

投資プロファイル
• 総開示投資件数：30

• **平均開示チケットサイズ：20万ドル
• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

最新の資金調達ラウンド

https://magnitt.com/enablers/1012/flat6labs-beirut
http://www.flat6labs.com/location/beirut/#top
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Flat6Labs Cairo

企業情報
• Flat6Labs Cairoは、最先端のアイデアを持った聡明で情熱的

なエジプトの起業家を育成し、投資している。Flat6Labs 

Cairoは、2011年にMENA地域で最初のFlat6Labsオフィスと
して立ち上げられ、起業家が会社をグロースする重要な最初
のステップをサポートしている。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

エジプト
エジプト、バーレーン、カナダ、

トルコ、米国
プレシード～プレシリーズA

不動産、ヘルスケア、BI、Eコマース、IoT、人事、旅行、小売、ゲーム、
ファッション、配送、フィンテック

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
**機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 InterAct Labs ITソリューション 2020年5月 プレシード エジプト

2 Brimore Eコマース 2020年5月 プレシリーズA エジプト

3 Argineering テクノロジー 2020年3月 シード エジプト

4 Bosla マルチメディア 2020年2月 シード エジプト

5 Mycelium 農業 2020年2月 シード エジプト

6 Taya （Egypt） 配送＆ロジスティクス 2020年2月 シード エジプト

7 Wedel 配送＆ロジスティクス 2020年2月 シード エジプト

8 Inploy 専門職／企業 2020年2月 シード エジプト

9 Opio Eコマース 2020年2月 シード エジプト

10 CreditGo フィンテック 2020年2月 シード エジプト

投資プロファイル
• 総開示投資件数：98

• **平均開示チケットサイズ：10万ドル
• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

最新の資金調達ラウンド

https://magnitt.com/enablers/1014/flat6labs-cairo
http://www.flat6labs.com/location/cairo/#top
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Flat6Labs Tunis

企業情報
• Flat6Labs Tunisは、Le15と提携したスタートアップシードプ

ログラムおよびアーリーステージのファンドで、チュニジア
のスタートアップ企業の成長を加速させ、急速に成長してい
るチュニジアのベンチャーキャピタル業界へ安定的にスター
トアップ情報を提供することを目的としている。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

チュニジア チュニジア、フランス プレシード ～ シード
Eコマース、ヘルスケア、人事、食品＆飲料、建設、配送、教育、

広告、ゲーム、フィンテック

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
**機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 Wantotrip 旅行＆観光 2019年10月 シード チュニジア

2 TrustiT ITソリューション 2019年9月 シード チュニジア

3 AutoPlus 広告＆マーケティング 2020年9月 プレシード チュニジア

4 Sqoin フィンテック 2020年9月 プレシード チュニジア

5 Seemba ゲーム 2020年9月 プレシード フランス

6 Study.tn 教育 2020年9月 プレシード チュニジア

7 Onboard テクノロジー 2020年9月 プレシード チュニジア

8 GoMyCode 教育 2020年9月 プレシード チュニジア

9 SeekMade.co 専門職／企業 2020年9月 プレシード チュニジア

10 TIRA ROBOTS ハードウェア 2020年9月 プレシード チュニジア

投資プロファイル
• 総開示投資件数：37

• **平均開示チケットサイズ：10万ドル
• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

最新の資金調達ラウンド

http://www.flat6labstunis.com/
https://magnitt.com/enablers/20683/flat6labs-tunis
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Gaza Sky Geeks

企業情報
• Gaza Sky Geeksは、Mercy Corpsが運営するガザのアクセラ

レーターで、2011年にGoogleのサポートを受けて立ち上げら
れた。同社の使命は、ガザのスタートアップ企業の認知度を
高めることである。同社はイノベーションを育む活気のある
コミュニティを構築し、トップチームをグローバルリソース
に結び付ける取り組みを積極的に行っている。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

パレスチナ パレスチナ、米国 エンジェル～ シード
ヘルスケア、Eコマース、ゲーム、運輸、食品＆飲料、小売、

農業、人事、旅行、教育

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
**機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 WithYou ヘルスケア 2019年9月 プレシード オマーン

2 Afkar Kids 教育 2019年9月 プレシード パレスチナ

3 Maskanni 専門職／企業 2019年9月 プレシード パレスチナ

4 ArabSlides クリエイティブ 2019年9月 プレシード パレスチナ

5 Ways Delivery Eコマース 2019年9月 プレシード パレスチナ

6 Araboost ネットワーク＆コミュニティ 2019年9月 プレシード 米国

7 Hala Arab 旅行＆観光 2019年9月 プレシード パレスチナ

8 AkelApp Eコマース 2019年9月 プレシード パレスチナ

9 Fulapp 消費者サービス 2019年9月 プレシード パレスチナ

10 Car Cleaner 運輸 2018年10月 プレシード パレスチナ

投資プロファイル
• 総開示投資件数：39

• **平均開示チケットサイズ：10万ドル
• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

最新の資金調達ラウンド

http://www.gazaskygeeks.com/
https://magnitt.com/enablers/1044/gaza-sky-geeks
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Global Founders Capital

企業情報
• GFCは、世界中の才能ある起業家に力を与える、グローバル

志向の、ステージにとらわれないベンチャーキャピタル企業
である。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

ドイツ
パレスチナ、アラブ首長国連邦、

サウジアラビア王国
シード ～ シリーズA 旅行、建設、フィンテック

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
**機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 Lean Technologies フィンテック 2020年7月 シード サウジアラビア王国

2 Mamo Pay フィンテック 2020年4月 シード アラブ首長国連邦

3 Tabby フィンテック 2019年11月 シード アラブ首長国連邦

4 Tenderd 建設 2019年6月 シード アラブ首長国連邦

5 Quiqup 配送＆ロジスティクス 2018年9月 シリーズB 英国

6 Yamsafer 旅行＆観光 2015年6月 シリーズA パレスチナ

投資プロファイル
• 総開示投資件数：6
• **平均開示チケットサイズ：N.A

• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

最新の資金調達ラウンド

https://magnitt.com/investors/12479/global-founders-capital
http://www.globalfounders.vc/
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Global Ventures

企業情報
• Global Venturesは、アブダビ、ドバイ、カイロ、ジッダ、リ

ヤド、サンフランシスコにオフィスを構える国際的なVCであ
る。Global Venturesは、MEA（中東およびアフリカ）地域で
グローバルな発想を持つグロースステージの企業に投資し、
協力する経験豊富なベンチャーキャピタルファンドである

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

アラブ首長国連邦
アラブ首長国連邦、エジプト、英国、

サウジアラビア王国
グロース Eコマース、食品＆飲料、旅行、フィンテック、人事、ヘルスケア

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
**機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 PayMob フィンテック 2020年8月 シリーズA エジプト

2 Lean Technologies フィンテック 2020年7月 シード サウジアラビア王国

3 Ogram 人事＆採用 2020年5月 プレシリーズA アラブ首長国連邦

4 Mamo Pay フィンテック 2020年4月 シード アラブ首長国連邦

5 Elmenus 食品＆飲料 2020年2月 シリーズB エジプト

6 Kitopi 食品＆飲料 2020年2月 シリーズB アラブ首長国連邦

7 MUNCH:ON 食品＆飲料 2020年2月 ブリッジ アラブ首長国連邦

8 spiderSilk ITソリューション 2020年1月 シード アラブ首長国連邦

9 Floranow Eコマース 2019年12月 シリーズA アラブ首長国連邦

10 Tribal Credit フィンテック 2019年12月 シード エジプト

投資プロファイル
• 総開示投資件数：20

• **平均開示チケットサイズ： 90万ドル
• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

最新の資金調達ラウンド

https://magnitt.com/investors/38394/global-ventures
https://www.global.vc/
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Hummingbird Ventures

企業情報
• Hummingbird Venturesは、急成長しているデジタルメデ

ィアおよびソフトウェア会社向けのベンチャーキャピタ
ルファンドである。Hummingbird Venturesは、資金調達
に加え、その広範な運用経験と世界規模のネットワーク
を活用して、スタートアップ企業が成長を加速するのを
積極的に支援している。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

英国 アラブ首長国連邦、ヨルダン、モロッコ シード ～ シリーズB Eコマース、フィンテック

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
**機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 Armut Eコマース 2019年5月 ブリッジ トルコ

2 Eon Aligner ヘルスケア 2017年7月 シリーズA ベルギー

3 Modacruz Eコマース 2017年6月 シリーズB トルコ

4 Souqalmal.com フィンテック 2016年11月 シリーズA アラブ首長国連邦

5 Garajyeri 運輸 2016年2月 シード トルコ

6 Modacruz Eコマース 2015年12月 シリーズA トルコ

7 Gram Games ゲーム 2015年1月 非公開 トルコ

8 Projepedia 不動産 2014年1月 シリーズA トルコ

9 Gram Games ゲーム 2014年1月 シード トルコ

投資プロファイル
• 総開示投資件数：17

• **平均開示チケットサイズ：N.A

• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

最新の資金調達ラウンド

https://magnitt.com/investors/1070/hummingbird-ventures
http://www.hummingbird-ventures.com/
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Innoventures

企業情報
• Innoventuresはアーリーステージのスタートアップ企業に投

資しており、プログラムを通じて、メンター、オフィススペ
ース等を提供している。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

エジプト エジプト、スペイン、台湾 プレシード～ シード
再生可能エネルギー、フィンテック、ヘルスケア、旅行、食品＆飲料、

ファッション＆美容、Eコマース、アニメーション、教育、小売、人事、AI

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
**機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 Bosla マルチメディア 2020年2月 シード エジプト

2 Thotron AI 2020年2月 シード エジプト

3 Offah 食品＆飲料 2020年1月 シード エジプト

4 Closet LLC ファッション＆美容 2020年1月 プレシード エジプト

5 Legerra テクノロジー 2020年1月 シード エジプト

6 Miss Loham ファッション＆美容 2020年1月 シード エジプト

7 Okhtub ネットワーク＆コミュニティ 2020年1月 シード エジプト

8 Forrerah 人事＆採用 2019年12月 プレシード エジプト

9 Tripdizer 旅行＆観光 2019年11月 シード エジプト

投資プロファイル
• 総開示投資件数：38

• **平均開示チケットサイズ：10万ドル
• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

最新の資金調達ラウンド

https://magnitt.com/investors/3610/innoventures
http://www.innoventures.me/
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Jabbar Internet Group

企業情報
• Jabbarは、Maktoobの創設者によって設立され、MENAのイ

ンターネットセクターで道を切り開くことを目指している。
同社は、革新に前向きで、リスクを冒すことをいとわないア
ラブ世界の起業家を受け入れている。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

アラブ首長国連邦 MENA、米国、パキスタン プレシード ～ シリーズA
AI、スポーツ、Eコマース、フィンテック、マルチメディア、
ファッション＆美容、運輸、不動産、教育、食品＆飲料、配送

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
**機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 GrocerApp Eコマース 2020年9月 シード パキスタン

2 Starzly エンターテインメント＆音楽 2020年8月 プレシード アラブ首長国連邦

3 Konn Technologies 建設 2020年7月 ブリッジ ヨルダン

4 Ziina フィンテック 2020年5月 プレシード アラブ首長国連邦

5 Basket.jo 食品＆飲料 2020年3月 プレシリーズA ヨルダン

6 Floranow Eコマース 2019年12月 シリーズA アラブ首長国連邦

7 Repzo ITソリューション 2019年11月 プレシリーズA ヨルダン

8 eZhire 運輸 2019年7月 プレシリーズA アラブ首長国連邦

9 One Click Delivery 配送＆ロジスティクス 2019年7月 ブリッジ アラブ首長国連邦

10 OneKitchen 食品＆飲料 2019年6月 シード アラブ首長国連邦

投資プロファイル
• 総開示投資件数：34

• **平均開示チケットサイズ：N.A

• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

最新の資金調達ラウンド

https://magnitt.com/investors/1081/jabbar-internet-group
http://www.jabbar.com/
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Kafalat iSME

企業情報
• iSMEプログラムは、世界銀行からの融資によりレバノン政府

が資金提供した3,000万米ドルのイニシアチブである。この
プログラムは、新規および既存の革新的な企業に対してアー
リーステージの投資資金を増やすよう、株式投資市場を奨励
することを目的としている。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

レバノン レバノン、米国 シリーズA ～ シリーズB
ゲーム、アニメーション、ヘルスケア、BI、教育、

食品＆飲料、エンターテインメント＆音楽

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
**機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 Synkers ネットワーク＆コミュニティ 2020年9月 プレシリーズA レバノン

2 Band Industries エンターテインメント＆音楽 2020年6月 シリーズA レバノン

3 Shelvz
データ分析＆ビジネスインテ
リジェンス

2020年2月 シリーズA レバノン

4 Basma Lebanon ヘルスケア 2020年1月 シード レバノン

5 Abwaab 教育 2019年12月 プレシード レバノン

6 Ecomz ITソリューション 2019年7月 シリーズA レバノン

7 Toters 食品＆飲料 2019年4月 シリーズA レバノン

8 Mobsting ビデオ＆アニメーション 2019年1月 プレシリーズA レバノン

9 Kamkalima 教育 2018年11月 プレシリーズA レバノン

10 Vbout
データ分析＆ビジネスインテ
リジェンス

2018年9月 シリーズA 米国

投資プロファイル
• 総開示投資件数：18

• **平均開示チケットサイズ：30万ドル
• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

最新の資金調達ラウンド

https://magnitt.com/investors/24847/kafalat-isme
http://www.kafalatisme.com.lb/


83

Lumia Capital

企業情報
• Lumiaはゼロから積み重ねて構築され、独自の方法により、

企業の成長加速を支援している。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

米国 アラブ首長国連邦、ヨルダン シリーズA ～ シリーズD 運輸、Eコマース、食品＆飲料

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
**機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 Kitopi 食品＆飲料 2020年2月 シリーズB アラブ首長国連邦

2 The Mednet ヘルスケア 2017年7月 シード アラブ首長国連邦

3 Schedul 消費者サービス 2017年6月 シリーズA アラブ首長国連邦

4 Careem 運輸 2016年12月 シリーズD アラブ首長国連邦

5 Careem 運輸 2015年11月 シリーズC アラブ首長国連邦

6 MarkaVIP Eコマース 2012年4月 シリーズB ヨルダン

7 MarkaVIP Eコマース 2011年12月 シリーズA ヨルダン

投資プロファイル
• 総開示投資件数：7

• **平均開示チケットサイズ：N.A

• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

最新の資金調達ラウンド

https://magnitt.com/investors/1062/lumia-capital
http://www.lumiacapital.com/
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Middle East Venture Partners（MEVP）

企業情報
• Middle East Venture Partners（MEVP）は、MENA地域で最

大のベンチャーキャピタル企業の1つであり、現在、2億
6,000万米ドルを超える運用資産（AUM）をもち、地域のテ
クノロジーに焦点を当てたベンチャーキャピタルファンドを
管理している。今日まで、22人の投資専門家で構成される
MEVPのチームは、MENAとトルコの50を超える投資先企業
に投資してきた。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

アラブ首長国連邦
MENA、シンガポール、米国、
トルコ、フランス、パキスタン

グロース
エンターテインメント＆音楽、食品＆飲料、ゲーム、フィンテック、教育

Eコマース、アニメーション、スポーツ、BI、ヘルスケア、ファッション＆美容、
旅行、配送

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
** 資金提供機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 Rise フィンテック 2020年3月 シリーズA アラブ首長国連邦

2 Nana Eコマース 2020年3月 シリーズB サウジアラビア王国

3 Eat 食品＆飲料 2020年2月 シリーズB バーレーン

4 Halan 運輸 2020年1月 シリーズB エジプト

5 HyperPay フィンテック 2019年12月 シリーズB サウジアラビア王国

6 Volt Lines 運輸 2019年12月 シリーズA トルコ

7 TruKKer 運輸 2019年11月 シリーズA アラブ首長国連邦

8 The Luxury Closet Eコマース 2019年5月 ブリッジ アラブ首長国連邦

9 Toters 食品＆飲料 2019年4月 シリーズA レバノン

10 Bykea 配送＆ロジスティクス 2019年3月 シリーズA パキスタン

投資プロファイル
• 総開示投資件数：70

• **平均開示チケットサイズ： 40万ドル
• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

最新の資金調達ラウンド

https://magnitt.com/investors/1076/mevp
http://www.mevp.com/
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Misk 500 MENA Accelerator

企業情報
• 500 Startupsは、Misk Innovationと提携しアクセラレーター

プログラムを開始する（2019年1月27日に開始予定）。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

サウジアラビア王国 MENA、米国、英国 プレシード～ シード
教育、Eコマース、ファッション、フィンテック、旅行、

スポーツ、BI、人事、ヘルスケア、配送、広告

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
** 資金提供機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 Wuilt テクノロジー 2020年5月 プレシード アラブ首長国連邦

2 Coveti ファッション＆美容 2020年5月 プレシード アラブ首長国連邦

3 Tammwel フィンテック 2020年5月 プレシード サウジアラビア王国

4 Bondai, Inc. 旅行＆観光 2020年5月 プレシード 米国

5 Johrh ファッション＆美容 2020年5月 プレシード サウジアラビア王国

6 DigitaSport スポーツ＆フィットネス 2020年5月 プレシード ヨルダン

7 Tasaira 消費者サービス 2020年5月 プレシード サウジアラビア王国

8 Circle 不動産 2020年5月 プレシード エジプト

9 MWJ ファッション＆美容 2020年5月 プレシード サウジアラビア王国

10 Elva ヘルスケア 2020年5月 プレシード サウジアラビア王国

投資プロファイル
• 総開示投資件数：52

• **平均開示チケットサイズ：10万ドル
• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

最新の資金調達ラウンド

https://magnitt.com/enablers/40819/misk-500-mena-accelerator
https://misk.500.co/misk/
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Modus Capital

企業情報
• Modus Capitalは、ニューヨークを拠点とし、ロサンゼルスと

エジプトのカイロにオフィスを構えるベンチャーキャピタル
と事業運営を営むハイブリッド会社である。当社は、起業家
に投資するだけでなく、起業家と提携して会社を次のレベル
に引き上げるための最も効果的な戦略を作成することにより
、起業家が変革をもたらすビジネスを構築するのを積極的に
支援している。投資家を高価値で高成長のスタートアップと
つなげるかたわら、起業家の夢の実現を組織として支援する
。Modus Capitalのような機関投資家は、投資先企業に資金を
提供する以上の責任があると、私たちは思っている。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

米国 アラブ首長国連邦、エジプト プレシード ～ シリーズA ヘルスケア、社会的起業

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
** 資金提供機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 Yumzy N.A 2020年7月 プレシード N.A

2 PlayDate 社会的起業 2020年7月 シード アラブ首長国連邦

3 Symmitree N.A 2020年7月 プレシード N.A

4 BioRestore Health N.A 2020年7月 シード N.A

5 Presence N.A 2020年7月 シード N.A

6 Arbor ネットワーク＆コミュニティ 2020年7月 プレシード アラブ首長国連邦

7 Epic Reality N.A 2020年7月 プレシード N.A

8 Chappme ネットワーク＆コミュニティ 2020年7月 プレシード アラブ首長国連邦

9 SmartMentor ネットワーク＆コミュニティ 2020年7月 シード アラブ首長国連邦

10 Meddy ヘルスケア 2020年4月 シリーズA アラブ首長国連邦

投資プロファイル
• 総開示投資件数：12

• **平均開示チケットサイズ：10万ドル
• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

最新の資金調達ラウンド

https://modus.vc/
https://magnitt.com/investors/39178/modus-capital
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MSA Capital

企業情報
• MSAは、中国の遺伝子シーケンシング、モビリティ、SaaS、

消費者向けインターネットの企業に過去4年間で10億ドル以上
を投資したベンチャーファンドである。注目すべき投資先企業
には、Meituan、Didi、Mobike、NIO、Beijing Genomic 

Institute、Zhaogang、Tuija、Mogujieなどがある。MSAのリミ
テッドパートナー（LP）の母体は、地域および世界の機関投
資家と、中国の主要なテクノロジー起業家で構成されている。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

中国
エジプト、アラブ首長国連邦、
サウジアラビア王国、バーレーン

シリーズA ～ シリーズC 運輸、Eコマース、フィンテック

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
** 資金提供機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 Tabby フィンテック 2020年6月 シリーズA アラブ首長国連邦

2 Mamo Pay フィンテック 2020年4月 シード アラブ首長国連邦

3 Sary Eコマース 2020年4月 シリーズA サウジアラビア王国

4 Homzmart Eコマース 2020年2月 シード エジプト

5 GetBaqala Eコマース 2019年12月 非公開 バーレーン

6 BulkWhiz Eコマース 2019年10月 シリーズA アラブ首長国連邦

7 Zid ITソリューション 2019年7月 プレシリーズA サウジアラビア王国

8 Swvl 運輸 2019年6月 シリーズC エジプト
投資プロファイル
• 総開示投資件数：7

• **平均開示チケットサイズ：N.A

• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

最新の資金調達ラウンド

https://magnitt.com/investors/49254/msa-capital
http://www.msacap.com/
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オアシス500（Oasis500）

企業情報
• Oasis500は、プレシードおよびシードファンドのマネー

ジャー兼アクセラレーターであり、MENAで起業家エコシ
ステムの開発を促進してきた。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

ヨルダン
ヨルダン、エジプト、

アラブ首長国連邦、パキスタン、トルコ
エンジェル ～ シリーズA

AI、人事、Eコマース、ゲーム、教育、ファッション＆美容、
食品＆飲料、ヘルスケア、フィンテック、配送

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
** 資金提供機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 Jordilight テクノロジー 2020年7月 シード ヨルダン

2 Fitely Eコマース 2020年6月 シード ヨルダン

3 FittiCoin スポーツ＆フィットネス 2019年10月 プレシード ヨルダン

4 GoGo 配送＆ロジスティクス 2019年9月 プレシード ヨルダン

5 Nafsika Skourti ファッション＆美容 2019年6月 ブリッジ ヨルダン

6 DigitaSport スポーツ＆フィットネス 2019年5月 シード ヨルダン

7 Social Dice 人事＆採用 2018年5月 シード アラブ首長国連邦

8 ViaVii 旅行＆観光 2018年2月 シード ヨルダン

9 AmwalCom フィンテック 2018年1月 プレシード ヨルダン

10 Sanadyme.com ヘルスケア 2018年1月 プレシード ヨルダン

投資プロファイル
• 総開示投資件数：54

• **平均開示チケットサイズ：10万ドル未満
• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

最新の資金調達ラウンド

https://magnitt.com/enablers/3405/oasis500
http://www.oasis500.com/


89

OQAL Angel Investors

企業情報
• OQAL Angel Investorsは2011年にNGOとして設立された、

サウジアラビアで最初のエンジェル投資家コミュニティであ
り、MENAの中小企業セクターの成長に関心を持っている。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

サウジアラビア王国 MENA、米国 シード ～ シリーズA
Eコマース、BI、エンターテインメント＆音楽、ヘルスケア、フィンテック、

旅行、食品＆飲料、スポーツ、AR／VR、教育、イベント、広告

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
** 資金提供機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 Telgani 消費者サービス 2020年5月 シード サウジアラビア王国

2 Quantum 広告＆マーケティング 2020年5月 プレシード エジプト

3 Taker Eコマース 2020年4月 シード サウジアラビア王国

4 Qosoor イベント 2020年4月 シード サウジアラビア王国

5 Piflow フィンテック 2020年3月 シード サウジアラビア王国

6 Saudi Dates Eコマース 2020年3月 シード サウジアラビア王国

7 Gathern 旅行＆観光 2020年2月 プレシリーズA サウジアラビア王国

8
Academi for Information 

Technology
教育 2020年2月 シード サウジアラビア王国

9 Ajeer 消費者サービス 2020年1月 シリーズA サウジアラビア王国

10 Trteeb Eコマース 2020年1月 シード サウジアラビア王国

投資プロファイル
• 総開示投資件数：34

• **平均開示チケットサイズ：50万ドル
• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

最新の資金調達ラウンド

http://oqal.org/ar/
https://magnitt.com/investors/1089/oqal-angel-investors
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otf Jasoor Ventures

企業情報
• otf Jasoor Venturesは、MENA地域のテクノロジーおよびテ

クノロジー対応のスタートアップ企業に投資するアーリース
テージのVCファンドである。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

オマーン ケニア、ベルギー、パキスタン シリーズA ～ シリーズC 運輸、Eコマース、ヘルスケア、フィンテック、ブロックチェーン

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
** 資金提供機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 Cube Exchange ブロックチェーン 2020年7月 シード パキスタン

2 Addenda フィンテック 2020年6月 プレシリーズA アラブ首長国連邦

3 Homzmart Eコマース 2020年2月 シード エジプト

4 QuickBus 運輸 2020年1月 シード ケニア

5 TruKKer 運輸 2019年11月 シリーズA アラブ首長国連邦

6 QiDZ ネットワーク＆コミュニティ 2019年10月 シード アラブ首長国連邦

7 Swvl 運輸 2019年6月 シリーズC エジプト

8 Eon Dental ヘルスケア 2019年6月 プレシリーズA ベルギー

9 Swvl 運輸 2018年11月 シリーズB エジプト

10 TruKKer 運輸 2018年9月 プレシリーズA アラブ首長国連邦

投資プロファイル
• 総開示投資件数：12

• **平均開示チケットサイズ：100万ドル
• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

最新の資金調達ラウンド

https://magnitt.com/investors/24610/otf-jasoor-ventures
https://www.otf.om/
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otf Techween

企業情報
• Techweenは、オマーンテクノロジーファンドがサポートす

るプレシードプログラムであり、起業家チームが堅実なアイ
デアを商業的なスタートアップ企業に変えることができるよ
うにする。Techweenは、10社のスタートアップ企業からな
る1つのグループを受け入れる。スタートアップ企業は7％の
株式と引き換えに5万ドルの資金を受け取る。OTF Techween

はアドバイスを基本としたプログラムを提供しており、経営
参加はしない。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

オマーン MENA、パキスタン、米国、シンガポール プレシード
教育、フィンテック、Eコマース、旅行、ヘルスケア、マルチメディア、

食品＆飲料、BI、農業、ファッション、運輸、人事

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
** 資金提供機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 Swimble テクノロジー 2020年6月 プレシード オマーン

2 Al-Khwarizmia テクノロジー 2020年6月 プレシード オマーン

3 Stont Tea テクノロジー 2020年6月 プレシード オマーン

4 DarkSniper テクノロジー 2020年6月 プレシード オマーン

5 Octopus テクノロジー 2020年6月 プレシード オマーン

6 VERiDEAL テクノロジー 2020年6月 プレシード オマーン

7 AirGo Design 旅行＆観光 2020年6月 プレシード シンガポール

8 ProjectEYE テクノロジー 2020年6月 プレシード オマーン

9 Pocketcarage 運輸 2020年1月 プレシード オマーン

10 Qafeer クリエイティブ 2020年1月 プレシード オマーン

投資プロファイル
• 総開示投資件数：63

• **平均開示チケットサイズ：10万ドル未満
• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

最新の資金調達ラウンド

https://magnitt.com/enablers/24612/otf-techween
https://www.otf.om/techween/
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otf Wadi Accelerator

企業情報
• otf Wadi Acceleratorは、オマーンテクノロジーファンドが資

本を提供するシードステージファンドおよびアクセラレータ
ープログラムである。当社は主に、ユーザー牽引力と製品／
市場の適合性があると検証され分類されたスタートアップ企
業に投資している。当社の初期投資は10％の株式に対して10

万米ドルであり、その後、選択した後続ラウンドに、15万米
ドルから40万米ドルの間の交渉可能な評価で投資する。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

オマーン MENA、パキスタン、フランス プレシード ～ プレシリーズA
配送、フィンテック、マルチメディア、Eコマース、BI、教育、ファッション、

IoT、AI、農業、ゲーム、保険、ヘルスケア、ブロックチェーン

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
** 資金提供機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 Cube Exchange ブロックチェーン 2020年6月 プレシード パキスタン

2 Tafahem テクノロジー 2020年6月 プレシード オマーン

3 SnapGoal ネットワーク＆コミュニティ 2020年6月 プレシード パレスチナ

4 Tanees テクノロジー 2020年5月 プレシード オマーン

5 YallaParking 運輸 2020年4月 プレシード アラブ首長国連邦

6 Tharwa Eコマース 2020年4月 プレシード オマーン

7 Bima 保険 2020年4月 プレシード オマーン

8 Nestrom ITソリューション 2020年4月 プレシード ヨルダン

9 Hadaya Eコマース 2020年4月 プレシード オマーン

10 Sana テクノロジー 2020年4月 プレシード オマーン

投資プロファイル
• 総開示投資件数：61

• **平均開示チケットサイズ：20万ドル
• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

最新の資金調達ラウンド

https://magnitt.com/enablers/23150/otf-wadi-accelerator
http://wadiaccelerator.com/
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Outliers Venture Capital

企業情報
• Outliersは、米国とMENAで複合ビジネスを構築している異端

児の創設者を支援するベンチャーキャピタル企業である。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

米国 サウジアラビア王国、エジプト シード～シリーズA 教育、食品＆飲料、BI

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
** 資金提供機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 Penny Software データ分析＆ビジネスインテリジェンス 2020年9月 シード
サウジアラビア王
国

2 Vreadfast 食品＆飲料 2020年3月 ブリッジ エジプト

3 Sabbar 人事＆採用 2019年11月 シード 英国

4 Noon Academy 教育 2019年6月 シリーズA
サウジアラビア王
国

投資プロファイル
• 総開示投資件数：4

• **平均開示チケットサイズ：N.A

• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

最新の資金調達ラウンド

https://magnitt.com/investors/51264/outliers-venture-capital
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Phaze Ventures

企業情報
• Phaze Venturesは、若者、スタートアップ企業および企業の

未開拓の可能性を解き放ち、MENAを変革するために設立され
たプラットフォームである。当社の焦点は、グローバルな戦
略的パートナーシップ、プロジェクトおよび投資を通じて、
イノベーションエコシステムを実現することにある。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

オマーン フランス、米国 プレシード～シリーズA IoT、Eコマース、ハードウェア、配送、再生可能エネルギー

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
** 資金提供機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 SpotLight ハードウェア 2020年4月 非公開 フランス

2 Carzaty Eコマース 2019年12月 プレシリーズA アラブ首長国連邦

3 Interlace Fluidics 再生可能エネルギー 2019年8月 シリーズA 米国

4 eMushrif IoT 2019年5月 プレシリーズA オマーン

5 Akeed Delivery 配送＆ロジスティクス 2018年5月 プレシード オマーン

投資プロファイル
• 総開示投資件数：6

• **平均開示チケットサイズ：N.A

• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

最新の資金調達ラウンド

https://www.phazeventures.com/
https://magnitt.com/investors/33778/phaze-ventures
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Phoenician Funds

企業情報
• 2015年に設立されたPhoenician Fundsは、MENA地域におけ

るデジタルイノベーションとスタートアップエコシステムの
繁栄する首都の中心にある。当社は、戦略的ガイダンス、市
場へのアクセスと潜在的ニーズへの探索、独自のネットワー
クへの橋渡し、および投資先企業の長期的な成功を推進する
ための実証済みの実行機能を提供する。チームは2016年に
Phoenician Fund Iを立ち上げた。これは主に、MENAにおい
てフィンテックや他の魅力的なセクターで事業を行っている
シードステージおよびアーリーステージの企業に焦点を当て
ている。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

レバノン レバノン、アラブ首長国連邦、エジプト プレシード ～ シリーズA ヘルスケア、フィンテック、BI、教育、食品＆飲料

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
** 資金提供機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 Synkers ネットワーク＆コミュニティ 2020年9月 プレシリーズA レバノン

2 Seez テクノロジー 2020年2月 シリーズA アラブ首長国連邦

3 Sarwa フィンテック 2020年1月 シリーズA アラブ首長国連邦

4 Derq テクノロジー 2019年9月 プレシリーズA アラブ首長国連邦

5 MoneyFellows フィンテック 2019年8月 プレシリーズA エジプト

6 Sohati ヘルスケア 2019年8月 シリーズA レバノン

7 NymCard フィンテック 2019年7月 シリーズA レバノン

8 serVme
データ分析＆ビジネスインテ
リジェンス

2019年7月 シリーズA アラブ首長国連邦

9 NymCard フィンテック 2019年7月 シリーズA レバノン

10 BSynchro ITソリューション 2019年6月 ブリッジ レバノン

投資プロファイル
• 総開示投資件数：22

• **平均開示チケットサイズ：130万ドル
• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

最新の資金調達ラウンド

https://magnitt.com/investors/19063/phoenician-funds
http://phoenicianfunds.com/
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Pride Capital

企業情報
• Pride Capital は、エジプト初のアクセラレーターおよびアー

リーステージのファンドで、フィンテックのみに焦点を当て
ている。金融サービス（Pharos Capital）とテクノロジー業
界（Kamelizer）の信頼できるパートナーのコラボレーション
として、2017年初頭に設立された

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

エジプト エジプト エンジェル～ シード フィンテック、ヘルスケア、Eコマース

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
** 資金提供機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 Youspital ヘルスケア 2019年8月 プレシード エジプト

2 Xpay フィンテック 2019年5月 シード エジプト

3 Netsahem フィンテック 2019年4月 プレシード エジプト

4 Seventail Eコマース 2019年4月 プレシード エジプト

5 Clix フィンテック 2019年4月 プレシード エジプト

6 Xpay フィンテック 2019年4月 プレシード エジプト

7 Fawaterak フィンテック 2019年4月 プレシード エジプト

8 Neqabty フィンテック 2019年4月 プレシード エジプト

9 Compareha フィンテック 2019年4月 プレシード エジプト

10 El Zatona フィンテック 2019年4月 プレシード エジプト

投資プロファイル
• 総開示投資件数：12

• **平均開示チケットサイズ：N.A

• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

最新の資金調達ラウンド

https://magnitt.com/investors/39177/pride-capital
http://www.pride-capital.com/
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Raed Ventures

企業情報
• Raed Venturesは、アーリーステージのベンチャーキャピタ

ル企業で、MENAで変革をもたらす起業家と提携する。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

サウジアラビア王国 MENA シリーズA ～ シリーズB
配送、食品＆飲料、人事、Eコマース、ゲーム、不動産、

フィンテック、教育、エンターテインメント＆音楽

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
** 資金提供機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 Lean Technologies フィンテック 2020年7月 シード サウジアラビア王国

2 Tabby フィンテック 2020年6月 シリーズA アラブ首長国連邦

3 Sary Eコマース 2020年4月 シリーズA サウジアラビア王国

4 Crowd Analyzer ITソリューション 2019年11月 シリーズA アラブ首長国連邦

5 Noon Academy 教育 2019年6月 シリーズA サウジアラビア王国

6 Foodics 食品＆飲料 2019年4月 ブリッジ サウジアラビア王国

7 MRSOOL 配送＆ロジスティクス 2019年3月 シリーズA サウジアラビア王国

8 Golden Scent Eコマース 2019年2月 シリーズB サウジアラビア王国

9 Bayzat フィンテック 2018年12月 ブリッジ アラブ首長国連邦

10 Dhad エンターテインメント＆音楽 2018年12月 シード サウジアラビア王国

投資プロファイル
• 総開示投資件数：33

• **平均開示チケットサイズ：N.A

• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

最新の資金調達ラウンド

http://raed.vc/
https://magnitt.com/corporates/6099/raed-vc
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Saudi Aramco

企業情報
• Saudi Aramco Entrepreneurship Ventures（Waed Ventures）

は、Saudi Aramcoの起業家ベンチャーキャピタル部門で、サ
ウジアラビア王国の起業家およびイノベーションの精神を活
発化させるというビジョンを持って設立された。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

サウジアラビア王国 サウジアラビア王国 シード～ シリーズC
建設、フィンテック、教育、ヘルスケア、Eコマース、運輸、

スポーツ、BI、人事、アニメーション、農業

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
** 資金提供機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 Wahed フィンテック 2020年6月 シリーズC サウジアラビア王国

2 Grintafy Technologies 人事＆採用 2020年5月 シード サウジアラビア王国

3 Sadeem ITソリューション 2019年12月 シリーズA サウジアラビア王国

4 iBOAT 運輸 2019年11月 シード サウジアラビア王国

5 UnitX テクノロジー 2019年10月 シード サウジアラビア王国

6 Hazen.ai ITソリューション 2019年8月 シード サウジアラビア王国

7 WIN テクノロジー 2019年7月 シード サウジアラビア王国

8 Averos
データ分析＆ビジネスインテ
リジェンス

2019年6月 プレシリーズA サウジアラビア王国

9 Golden Scent Eコマース 2019年2月 シリーズB サウジアラビア王国

10 GetMUV スポーツ＆フィットネス 2019年2月 シード サウジアラビア王国

投資プロファイル
• 総開示投資件数：28

• **平均開示チケットサイズ：N.A

• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

最新の資金調達ラウンド

https://magnitt.com/corporates/1512/saudi-aramco
https://waed.net/
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Saudi Venture Capital（SVC）

企業情報
• Saudi Venture Capital Company （SVC）は、民間セクター

刺激策（PSS）の一環として2018年に設立された政府のベン
チャーキャピタルである。これは、28億SAR（7億5,000万ド
ル）を投資することにより、スタートアップ企業の現在のエ
クイティファイナンスのギャップを最小限に抑えるためであ
る。SVCは、スタートアップ支援のため、サウジアラビアの
ベンチャーキャピタルエコシステムの開発を目指し、エンジ
ェル投資家、ベンチャーキャピタル、洗練された投資家とと
もにスタートアップへの共同投資とファンドへの投資を行っ
ている。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

サウジアラビア王国 チュニジア、サウジアラビア王国 シード ～ シリーズB Eコマース、エンターテインメント＆音楽、フィンテック、BI、教育、バンキング

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
** 資金提供機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 Pi Flow ファイナンス＆バンキング 2020年8月 非公開 サウジアラビア王国

2 Telgani 消費者サービス 2020年5月 シード サウジアラビア王国

3 Taker Eコマース 2020年4月 シード サウジアラビア王国

4 Nana Eコマース 2020年3月 シリーズB サウジアラビア王国

5 Pi Flow フィンテック 2020年3月 シード サウジアラビア王国

6 HyperPay フィンテック 2019年12月 シリーズB サウジアラビア王国

7 Caramella クリエイティブ 2019年9月 プレシリーズA サウジアラビア王国

8 MANAFA Capital フィンテック 2019年7月 シリーズA サウジアラビア王国

9 Noon Academy 教育 2019年6月 シリーズA サウジアラビア王国

10 Dokkan Afkar.com Eコマース 2019年6月 シリーズB サウジアラビア王国

投資プロファイル
• 総開示投資件数：17

• **平均開示チケットサイズ：20万ドル
• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

最新の資金調達ラウンド

https://magnitt.com/investors/51100/saudi-venture-capital-company-svc
https://svc.com.sa/
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Savour Ventures

企業情報
• Savourは、中東で最初の食品領域のアクセラレーターである

。当社は、食品起業家が自社の製品やサービスを素早く商品
化するのを支援する。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

クウェート 米国、トルコ プレシード～プレシリーズA 食品＆飲料、Eコマース、旅行、農業、運輸、ヘルスケア

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
** 資金提供機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 Finedine Menu 消費者サービス 2020年7月 プレシリーズA トルコ

2 Sprouting Journey 食品＆飲料 2019年9月 シード バーレーン

3 THAWAAQ Eコマース 2019年9月 シード クウェート

4 Cup 農業 2019年9月 シード エジプト

5 Blink Untilate Delivery 運輸 2019年9月 シード ヨルダン

6 Sprout 食品＆飲料 2019年9月 シード アラブ首長国連邦

7 Yacob ヘルスケア 2019年9月 シード アラブ首長国連邦

8 THAWAAQ Eコマース 2019年9月 プレシード クウェート

9 Finedine Menu 消費者サービス 2019年7月 シード トルコ

10 OneKitchen 食品＆飲料 2019年6月 シード アラブ首長国連邦

投資プロファイル
• 総開示投資件数：27

• **平均開示チケットサイズ：10万ドル
• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

最新の資金調達ラウンド

https://magnitt.com/enablers/22119/savour-ventures
https://www.savour.ventures/
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Shorooq Partners

企業情報
• Shorooq Partnersは、MENA地域を中心に、アーリーステー

ジの技術系スタートアップ企業に投資している。このファン
ドは、フィンテック、プラットフォーム、ソフトウェア、お
よびテクノロジー対応のビジネスサービスに特に関心を持ち
、MENAに固有の技術分野への投資に努めている。当社は投
資先企業の創設者と緊密な関係を築き、採用、市場拡大、戦
略、資金調達の議論、予算と予測などの業務において実践的
なサポートを提供する。アラブ首長国連邦、ヨーロッパ、ニ
ューヨーク市、シリコンバレーでの投資バンキング、ベンチ
ャーキャピタル、プライベートエクイティにおけるShorooq 

Partnersの経験を活用することで、創業者の成長過程に付加
価値をもたらしている。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

アラブ首長国連邦 MENA、米国、英国、ケニア、パキスタン シード ～ シリーズB
フィンテック、ファッション＆美容、ヘルスケア、Eコマース、運輸、

食品＆飲料、教育、農業、マルチメディア

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
** 資金提供機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 Lean Technologies フィンテック 2020年7月 シード
サウジアラビア
王国

2 Airlift Technologies 運輸 2020年7月 シリーズA パキスタン

3 360Vuz マルチメディア 2020年4月 シリーズA
アラブ首長国連
邦

4 Breadfast 食品＆飲料 2020年3月 ブリッジ エジプト

5 Sarwa フィンテック 2020年1月 シリーズA
アラブ首長国連
邦

6 QuickBus 運輸 2020年1月 シード ケニア

7 Repzo ITソリューション 2019年11月 プレシリーズA ヨルダン

8 TruKKer 運輸 2019年11月 シリーズA
アラブ首長国連
邦

9 Melltoo Eコマース 2019年9月 プレシリーズA
アラブ首長国連
邦

10
Pure Harvest Smart 

Farms
農業 2019年9月 ブリッジ

アラブ首長国連
邦

投資プロファイル
• 総開示投資件数：31

• **平均開示チケットサイズ：N.A

• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

最新の資金調達ラウンド

https://magnitt.com/investors/12430/shorooq-partners
http://www.shorooq.ae/


102

Startup Bootcamp Fintech Cairo

企業情報
• Pride CapitalとStartupbootcampは、この種のフィンテックプ

ログラムの最初のものとして、Fintech CairoをMENA地域に
もたらした。このアクセラレータープログラムは、金融包摂
に焦点を当てており、エジプトの革新的なアーリーステージ
のフィンテックスタートアップ企業をサポートしている。ま
た、決済、資本市場、保険、ID認証、中小企業向け融資、お
よび投資の分野でも活動している。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

エジプト エジプト エンジェル～ シード フィンテック、ヘルスケア、Eコマース

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
** 資金提供機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 Youspital ヘルスケア 2019年8月 プレシード エジプト

2 Xpay フィンテック 2019年5月 シード エジプト

3 Xpay フィンテック 2019年4月 プレシード エジプト

4 Neqabty フィンテック 2019年4月 プレシード エジプト

5 Compareha フィンテック 2019年4月 プレシード エジプト

6 Fawaterak フィンテック 2019年4月 プレシード エジプト

7 El Zatona フィンテック 2019年4月 プレシード エジプト

8 ElGameya フィンテック 2019年4月 エンジェル エジプト

9 Ocra フィンテック 2019年4月 プレシード エジプト

10 Netsahem フィンテック 2019年4月 プレシード エジプト

投資プロファイル
• 総開示投資件数：12

• **平均開示チケットサイズ：N.A

• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

最新の資金調達ラウンド

https://magnitt.com/enablers/39731/startupbootcamp-fintech-cairo
https://www.startupbootcamp.org/accelerator/fintech-cairo/
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Startupbootcamp Fintech Dubai

企業情報
• Startupbootcampは、ドバイ国際金融センター（DIFC）、

Visa、およびMashreq Bankと提携し、ドバイの4つのコホー
トで合計40社のスタートアップ企業を加速させ、ドバイが金
融サービスの革新とテクノロジーの世界的リーダーになるこ
とを支援している。このプログラムは、MENA地域だけでな
く世界中のスタートアップ企業に門戸を開いている。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

アラブ首長国連邦
ガーナ、シンガポール、インド、

南アフリカ、米国
プレシード フィンテック、ファイナンス＆バンキング

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
** 資金提供機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 Lendingstar フィンテック 2020年1月 プレシード シンガポール

2 Datacultr ファイナンス＆バンキング 2020年1月 プレシード インド

3 FinFlx フィンテック 2020年1月 プレシード
アラブ首長国連
邦

4 Snapslip フィンテック 2020年1月 プレシード 南アフリカ

5 Cue Traders ファイナンス＆バンキング 2020年1月 プレシード レバノン

6 Coil Play ファイナンス＆バンキング 2020年1月 プレシード 米国

7 Tayyab N.A 2020年1月 プレシード カザフスタン

8 Marta フィンテック 2020年1月 プレシード ウズベキスタン

9 Salutat フィンテック 2019年4月 プレシード シンガポール

10 Fawaterak フィンテック 2019年4月 プレシード エジプト

投資プロファイル
• 総開示投資件数：18

• **平均開示チケットサイズ：10万ドル
• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

最新の資金調達ラウンド

https://magnitt.com/enablers/37680/startupbootcamp-fintech-dubai
https://www.startupbootcamp.org/accelerator/fintech-dubai/
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Techstars

企業情報
• Techstarsは、起業家がどの場所にいるかを問わず、新しいテ

クノロジーを市場に投入できるようにするグローバルエコシ
ステムである。Techstarsは、世界中に数十のメンターシップ
主導のアクセラレータープログラムと数千のスタートアップ
プログラムを備えており、インスピレーションから新規株式
公開（IPO）までの成長過程全般を通し世界で最も有望な起
業家をサポートすることを目的としている。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

米国 アラブ首長国連邦 シード テクノロジー、専門職／企業サービス

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
** 資金提供機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 Quant Co. 再生可能エネルギー 2020年1月 シード トルコ

2 Interface Fluids 再生可能エネルギー 2019年8月 シリーズA 米国

3 Clara 専門職／企業 2019年7月 シード
アラブ首長国連
邦

4 Buglance テクノロジー 2019年3月 シード
アラブ首長国連
邦

5 Whole Surplus Eコマース 2019年1月 シード トルコ

6 Quant Co. 再生可能エネルギー 2018年12月 プレシード トルコ

7 Albert Health ヘルスケア 2018年11月 プレシード トルコ

8 Derq テクノロジー 2018年10月 シード
アラブ首長国連
邦投資プロファイル

• 総開示投資件数：8

• **平均開示チケットサイズ：N.A

• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

最新の資金調達ラウンド

https://magnitt.com/enablers/1468/techstars
http://www.techstars.com/
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Techstars Hub71 Accelerator

企業情報
• Techstars Hub71 Acceleratorはアブダビを拠点とし、ICTと

半導体、金属と鉱業、ヘルスケア、不動産とインフラストラ
クチャ、石油と石油化学、再生エネルギー、およびユーティ
リティなど、さまざまな事業領域において技術革新に取り組
むスタートアップに門戸を開いている。このプログラムは、
AI、アナログ／デジタルインターフェース、AR／VRの複合
現実、ブロックチェーン、サイバーセキュリティ、デジタル
メディア、IoT、決済テクノロジー、ロボットの分野のソリュ
ーションに特に焦点を当てている。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

アラブ首長国連邦 アイルランド、ハンガリー、トルコ プレシード～シード Eコマース、広告、フィンテック、不動産

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
** 資金提供機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 Aumet Inc Eコマース 2020年7月 シード ヨルダン

2 Sensgreen 不動産 2020年1月 シード トルコ

3 Bonflite Eコマース 2020年1月 シード アイルランド

4 Hydro Wind Energy テクノロジー 2020年1月 プレシード
アラブ首長国連
邦

5 DeFiner N.A 2020年1月 シード N.A

6 Designhubz 広告＆マーケティング 2020年1月 シード
アラブ首長国連
邦

7 EduChain フィンテック 2020年1月 シード
アラブ首長国連
邦

8 Poliloop テクノロジー 2020年1月 シード ハンガリー

9 Sensgreen 不動産 2020年1月 プレシード トルコ

10 Aumet Inc Eコマース 2019年12月 非公開 ヨルダン

投資プロファイル
• 総開示投資件数：9

• **平均開示チケットサイズ：10万ドル
• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

最新の資金調達ラウンド

https://www.techstars.com/programs/hub71-program/
https://magnitt.com/enablers/50035/techstars-hub71-accelerator
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Tiger Global Management

企業情報
• Tiger Globalは、ファンダメンタルズ志向のグローバル投資会

社である。当社は、プライベートエクイティパートナーシッ
プとパブリックエクイティファンドの2つの事業に資本を投
入している。プライベートエクイティパートナーシップは10

年の視野を持ち、グローバルなインターネットおよびテクノ
ロジーセクターの成長企業に投資している。パブリックエク
イティファンドは、テクノロジー、電気通信、メディア、小
売および消費者セクターの長期的なトレンドに焦点を当てて
いる。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

米国 アラブ首長国連邦 シリーズB ～ 買収 Eコマース、旅行＆観光、広告＆マーケティング

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
** 資金提供機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 Souq Eコマース 2016年2月 シリーズD
アラブ首長国連
邦

2 Wego.com 旅行＆観光 2015年10月 シリーズD
アラブ首長国連
邦

3 Cobone 広告＆マーケティング 2015年6月 買収
アラブ首長国連
邦

4 Evidea Eコマース 2015年5月 シリーズB トルコ

5 Souq Eコマース 2014年3月 シリーズC アラブ首長国連
邦

6 Wego.com 旅行＆観光 2013年6月 シリーズC アラブ首長国連
邦

7 Evidea Eコマース 2013年5月 非公開 トルコ

8 Trendyol Eコマース 2011年7月 シリーズC トルコ

9 Wego.com 旅行＆観光 2010年12月 シリーズB アラブ首長国連
邦

10 Trendyol Eコマース 2010年11月 シリーズB トルコ

投資プロファイル
• 総開示投資件数：8

• **平均開示チケットサイズ：N.A

• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

最新の資金調達ラウンド

https://magnitt.com/investors/5063/tiger-global-management
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Vision Ventures（VV）

企業情報
• Vision Ventures（VV）は、「起業家によって、起業家のため

に」設立されたベンチャーキャピタル会社である。VVはシー
ドステージおよびシリーズAステージであればセクターにと
らわれず、MENA地域のどこでも投資する。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

サウジアラビア王国 MENA、米国 プレシード ～ シリーズA
スポーツ、Eコマース、ヘルスケア、運輸、フィンテック、旅行、

食品＆飲料、エンターテインメント、教育、農業、配送

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
** 資金提供機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 THE PLATFORM 農業 2020年7月 シード バーレーン

2 Chefaa ヘルスケア 2020年6月 プレシリーズA エジプト

3 Munjz 消費者サービス 2020年5月 プレシリーズA
サウジアラビア
王国

4 Brimore Eコマース 2020年5月 プレシリーズA エジプト

5 Trella 配送＆ロジスティクス 2020年5月 プレシリーズA エジプト

6 Wethaq フィンテック 2020年5月 シード
サウジアラビア
王国

7 360VUZ マルチメディア 2020年4月 シリーズA
アラブ首長国連
邦

8 Cartlow Eコマース 2020年3月 シード
アラブ首長国連
邦

9 The Chefz Eコマース 2020年2月 シード
サウジアラビア
王国

10 Rain フィンテック 2020年2月 ブリッジ バーレーン

投資プロファイル
• 総開示投資件数：38

• **平均開示チケットサイズ：N.A

• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

最新の資金調達ラウンド

https://magnitt.com/investors/51261/vision-ventures
http://visionvc.co/
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Vostok New Ventures

企業情報
• Vostok New Ventures Ltdは、経験、専門知識、および広範な

ネットワークを活用し、ネットワーク効果のある企業に焦点
を当て、価値評価が高まる可能性のある資産を特定し投資す
るというビジネスコンセプトを持つ投資会社である。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

スウェーデン エジプト、アラブ首長国連邦 シリーズA ～ シリーズC 人事、不動産、ヘルスケア、運輸

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
** 資金提供機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 Swvl 運輸 2020年5月 ブリッジ エジプト

2 Swvl 運輸 2019年6月 シリーズC エジプト

3 Propertyfinder 不動産 2018年11月 シリーズC
アラブ首長国連
邦

4 Vezeeta ヘルスケア 2018年9月 シリーズC エジプト

5 BasharSoft 人事＆採用 2018年5月 シリーズB エジプト

6 Vezeeta ヘルスケア 2017年5月 ブリッジ エジプト

7 Vezeeta ヘルスケア 2017年1月 シリーズB エジプト

8 Propertyfinder 不動産 2016年1月 シリーズB
アラブ首長国連
邦

9 Bayut 不動産 2016年1月 シリーズB
アラブ首長国連
邦

10 Zameen 不動産 2015年9月 シリーズB パキスタン

投資プロファイル
• 総開示投資件数：13

• **平均開示チケットサイズ：1,600万ドル
• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

最新の資金調達ラウンド

https://magnitt.com/investors/5066/vostok-new-ventures
http://www.vostoknewventures.com/en/
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Wamda Capital

企業情報
• 変革をもたらすビジネスに投資し、起業家と有意義なパート

ナーシップを築く。Wamdaプラットフォームの専門家やメン
ターのコミュニティとともに、MENAビジネスを立ち上げ、
成長させる当社の経験では、起業家パートナーは、彼らのビ
ジョンを実現するうえで独特の立場に置かれている。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

アラブ首長国連邦 MENA、米国、トルコ シリーズ～ グロース
AI、フィンテック、スポーツ、Eコマース、マルチメディア、ハードウェア、
食品＆飲料、運輸、ゲーム、不動産、広告、バンキング、農業、BI、教育

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
** 資金提供機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 Tarfin 農業 2020年9月 シリーズA トルコ

2 Penny Software
データ分析＆ビジネスインテ
リジェンス

2020年9月 シード
サウジアラビア
王国

3 Whyise ITソリューション 2020年8月 シード ヨルダン

4 Eyewa Eコマース 2020年8月 ブリッジ
アラブ首長国連
邦

5 Ureed N.A 2020年6月 シード
アラブ首長国連
邦

6 Insider 広告＆マーケティング 2020年6月 シリーズC トルコ

7 Nana Eコマース 2020年3月 シリーズB
サウジアラビア
王国

8 Anaab Eコマース 2020年2月 シード
サウジアラビア
王国

9 Tamatem Inc ゲーム 2020年2月 ブリッジ ヨルダン

10 Holo ファイナンス＆バンキング 2020年2月 プレシード
アラブ首長国連
邦

投資プロファイル
• 総開示投資件数：74

• **平均開示チケットサイズ：10万ドル未満
• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

最新の資金調達ラウンド

https://magnitt.com/investors/1069/wamda-capital
http://wamdacapital.com/
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Y Combinator

企業情報
• Y Combinatorは、2005年3月に設立されたアメリカのシード

アクセラレーターである。同社は世界で最も強力なスタート
アップインキュベーターの1つであり、Airbnb、Reddit、
Dropboxなど多くの注目すべき投資を行っている。

場所 投資地域・国 重点ステージ 重点業種

米国
エジプト、アラブ首長国連邦、

モロッコ、イラク
エンジェル～シード ゲーム、Eコマース、配送、建設、食品＆飲料、フィンテック

*会社のウェブサイトにアクセスするにはロゴを押してください
** 資金提供機関により開示された資金調達ラウンドに基づき計算

番
号

スタートアップ企業名 業種 投資日 ステージ 地域・国

1 Thndr N.A 2020年8月 プレシード エジプト

2 Kunduz 教育 2020年5月 非公開 トルコ

3 DAPI フィンテック 2019年12月 プレシード
アラブ首長国連
邦

4 Breadfast 食品＆飲料 2019年8月 ブリッジ エジプト

5 Lezzoo 食品＆飲料 2019年8月 プレシード イラク

6 Trella 配送＆ロジスティクス 2019年8月 プレシード エジプト

7 Tenderd 建設 2019年6月 シード
アラブ首長国連
邦

8 The Mednet ヘルスケア 2017年7月 シード 米国

9 WaystoCap Eコマース 2017年6月 シード モロッコ

10 Insyabug ITソリューション 2015年11月 エンジェル エジプト

投資プロファイル
• 総開示投資件数：12

• **平均開示チケットサイズ：10万ドル
• MAGNiTTプロファイルにおける追加投資基準

最新の資金調達ラウンド

https://magnitt.com/enablers/5067/y-combinator
https://www.ycombinator.com/


付録―略語



番号 略語 意味

1 AI 人工知能

2 AR 拡張現実

3 BI ビジネスインテリジェンス

4 CAGR 年平均成長率

5 F&B 食品＆飲料

6 HR 人事

7 IoT モノのインターネット

8 MVP 実用最小限の製品

9 VR バーチャルリアリティ

略語
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