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ジェトロバンコク事務所は、タイイノベーション庁（NIA）と共催で、タイのスタートアップ企業と、日本企業との連携・事業拡大を目指すウェ
ビナーを開催します。2022年度の第1回目は、タイを代表するアクセラレーターの1社「RISE」のKeynote speechののち、ヘルステック／バイ
オテック、AI／IOTの分野からタイのスタートアップ４社より事業内容を紹介します。
次世代マイクロニードル技術に特化した製品開発・製造を行う「Mineed Technology」、植物を利用した医療用タンパク質生産の研究開発など
を進める「Baiya phytopharm」、デジタル嗅覚機器の開発・販売に加えて、匂いデータ解析AIサービスを提供する「MUI Robotics」、画像認
識・画像解析と、RPAに特化したAI開発・販売を行う「Dynamic Intelligence Asia」が登壇します。皆様のご参加をお待ちしております。

J-Bridge 有望タイ・スタートアップとの
協業・連携ウェビナー2022

日本企業・在タイ日系企業と、タイのスタートアップを結ぶウェビナーを開催します

配信日時 ： 2022年10月20日（木）1時間20分
15：00〜16：20（日本時間GMT+9）
13：00〜14：20（タイ時間GMT+7）

言語 ： 日・英 （英・日の同時通訳有り）
対象者 ： タイのスタートアップとの協業を考えている日本企業、日系企業、支援機関
配信形式 ： Zoom Webinar ※お申込後、メールでご案内するZoom URLよりご参加下さい。
申込み ： https://www.jetro.go.jp/form5/pub/bgk/j-bridge2022_1_entry ※参加無料、申込締切：10月19日（水）日本時間正午まで

ウェビナーについてのお問い合わせ： ジェトロバンコク bgk-investjp@jetro.go.jp (筒井、若杉)
J-bridgeに関してのお問合せ： ジェトロ対日投資課DX推進チーム DXPT@jetro.go.jp

＜概要＞

■ タイのアクセラレーターから「取組と成功例」の紹介：RISE ｜ Dr. Supachai (Kid) Parchariyanon，CEO & Co-Founder 

■ タイのスタートアップ企業からの発表（４社）(1) Mineed Technology｜Mr. Chokchai Puangsiri, Business and Marketing

(2) Baiya phytopharm｜Dr. Suthira Taychakhoonavudh, CEO & Co-founder

(3) MUI Robotics｜Mr. Phattananat (Aim) Wongwan, COO

(4) Dynamic Intelligence Asia｜Mr. Anuwat (Andy) Chamnan, CEO & Founder

■ タイのスタートアップ企業のプレゼンテーション解説 : EN Innovation ｜ 宮田 直栄 氏，CEO & Founder

◼ ご注意 本日の講演内容、資料は情報提供を目的に作成したものです。主催機関および講師は資料作成にはできる限り正確に記載するよう努力しておりますが、その正確性を保証するものではありません。本情報の採否はお客様のご判断で行いください。また、万一不利益を被る事態が生じましても主

催機関及び講師は責任を負うことができませんのでご了承ください。 Copyright © 2022 JETRO. All rights reserved.
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Dr. Supachai (Kid) Parchariyanonはタイを代表するアクセラレーターの１つである”RISE” の
CEO兼共同設立者。

RISEは東南アジア最大のオープンイノベーションプラットフォームでもあり、今までに2,000社以
上（合計評価額は20億ドル以上）のスタートアップがRISEアクセラレータープログラムを卒業してい
る。さらに、400社以上の大手企業や政府機関と協力し、独自のコーポレートアクセラレーターとイン
トラプレナープログラムの運営も行なっている。東南アジアにおける大手企業や政府をスタートアッ
プエコシステムと繋ぐ事でイノベーションを推進し、「東南アジアのGDP１％成長させる」という目
標達成に向けて取り組んでいる。

また、Dr. Kidはディープテクノロジーに特化したVCファンド、SeaX Ventures（北米）のマネージ
ングパートナーでもある。わずか3年の間に投資ポートフォリオにはSolana、Band Protocol、Bitkub
など、3つのユニコーン企業がいる。SeaXの累計運用資産はおよそ8,000万ドル。

・オレゴン健康科学大学(Oregon Health & Science University)にて生物医学情報学の修士号取得
・タイのマヒドン大学(Mahidol University)にて医学博士号取得
・The Prestige誌の「40 under 40」やThe Tatler誌のGen.T 2020に選ばれ、

TEDxのスピーカーでもある

スピーカー

▪ RISE社 ご紹介

▪ 企業ミッション：イノベーションを通して「東南アジアのGDP１％成長させる」

▪ コーポレートイノベーションについての４つの取り組みと成功例

１）Corporate Innovation Consulting：大手企業とスタートアップを繋ぐアクセラレータープログラムについて

２）Innovation University：社内イノベーションプログラムについて

３）VC Fund: SeaX Ventureについて

４）Technology Platform：Athena Mentorについて

▪ 日本企業へのメッセージ

RISE – Corporate Innovation Powerhouseでの取り組みについて

Dr. Supachai (Kid) Parchariyanon｜CEO & Co-Founder – RISE
Managing Director – SeaX Ventures
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サンタ・クララ大学（米国）卒業後、自動車のデザインエンジニアとして新規技術導入、
及び設計を担当し、アメリカと日本の架け橋として活躍。その後、タイ王国チュラーロン
コーン大学サシンMBA大学院を卒業。卒業後、旅行先で余った外貨の寄付サービス、
「Coin⇄ Back」をタイにて起業。２年後にマレーシアのスタートアップである
ServisHeroの運営責任者としてタイ進出に貢献。その後、デザインコンサル会社である
IDEO Tokyoでビジネスデザイナーを経て、現在はイノベーションビジネスコンサルタン
トとして日本とタイのスタートアップ海外進出支援、及び中小・大企業向けの新規事業立
ち上げ支援を精力的に行なっている。

スピーカー

宮田 直栄 氏｜CEO & Founder – EN Innovation Co., Ltd.

⚫ 東南アジア

⚫ インド

⚫ 米国

⚫ 欧州

⚫ オーストラリア

⚫ イスラエル

⚫ アフリカ

⚫ 日本

重点地域・国

重点分野

海外企業とのアライアンス（業務提
携・技術提携・出資・合弁企業設立
等）やM&Aにより、ビジネス開発や
新規事業創出を目指す日本企業、
大学、研究機関等

⚫ 再生可能エネルギー

(洋上風力、バイオマス等)

⚫ 省エネルギー

⚫ 蓄電池・バッテリー

⚫ 水素

⚫ スマートインフラ

⚫ 緑化・環境保全技術

など

⚫ モビリティ

⚫ ヘルステック

⚫ ライフサイエンス

⚫ アグリテック

⚫ リテールテック

⚫ スマートシティ

⚫ フィンテック

⚫ ロボティクス

⚫ 情報セキュリティ

など

グリーン

デジタル対象企業

＜参考＞J-Bridgeとは

Copyright © 2022 JETRO. All rights reserved.



Mineed社は次世代マイクロニードル技術に特化した開発・製造会社。マイクロニードル技術とは、
微細針の先端部に薬剤を含有させ、皮膚に貼付することで薬剤を体内に投与するパッチ形態の新規経
皮吸収製剤であり、タイと日本を含む15の国・地域で特許取得済み（又は申請済み）である。

Mineed社の技術により、皮膚に２分間貼付することで、薬剤を体内へ安全で効果的に浸透させる
ことが可能となる。その為、皮膚へのダメージは殆どなく、注射に代わる剤型として、医薬分野だけ
でなく美容分野でも大変注目されている。この技術は、化粧品、医薬品、ワクチン、医療機器など、
幅広いヘルスケア製品に応用することができる為、今後はMineed社と一緒に商品化できる製薬会社
や関連会社との連携・協業を進めていく。

https://mineed.tech/

競合との差別化ポイント

直近の提携・投資例
▪ 2021年にシードラウンドでUS$2.5M調達達成
▪ タイ名門大学との共同研究開発
▪ Minned社の次世代マイクロニードル技術に関する特許について台湾特許庁より特許権取得

現在抱えている課題やニーズ

▪ 日本市場を開拓するための情報・戦略
▪ 日系化粧品業界に参入するためのネットワーク作り

日系企業との協業が想定される分野
▪ マイクロニードル技術を取り入れ商品化したい化粧品会社とのパートナーシップ
▪ 研究機関との技術交換
▪ 自社の医薬品を取り扱う製薬会社との協業

▪ マイクロニードル技術に関する特許
▪ 競争力のある価格設定
▪ 徹底した品質管理

1. MINEED Technology（マイニードテクノロジー)
事業分野｜ヘルステック

設立年 2019

代表者
Prof. Dr. Supason
Wanichwecharungruang, Co-founder

従業員数 15 名

事業概要
次世代マイクロニードル技術に
特化した開発・製造

所在地 タイ・バンコク

提携企業・機関
シーナカリンウィロ大学, マヒドン大学, 
チュラロコーン大学, その他病院、クリ
ニック 等

競合 RAPHAS, Smalllabs

資金調達/
ステージ

US$2.5M／シードラウンド

主要投資家
Top Ventures by Thaioil, Bangkok 
Dusit Medical Services, Bangchak, 
CUEnterprise 等

実績
BIO ASIA PACIFIC Pitch & Partner 
2021, NIA and TED Grant 

ビジネスモデル
▪ OEMとしての製造
▪ 共同研究開発

Mr. Chokchai Puangsiri,
Business and Marketing
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Baiya Phytopharmは2018年に創業した大学発バイオベンチャー。植物を利用して医療用組換え
タンパク質を大量に作る技術を開発している。従来の培養方法である発酵槽から植物に置き換える事
で、簡素化、かつ拡張性のある最先端のソルーションを提供。数ヶ月から数年必要とする研究開発も、
Baiya Phytopharmの技術とプロセスを活用することで、数週間で目的のバイオ医薬品を生産するこ
とも可能。実際に化粧品原料、診断検査キット材料、がんや感染症の治療薬などの製品の研究開発の
迅速化と低コスト化を実現している。例として、ニコチンの少ないタバコの葉からコロナワクチンに
必要なタンパク質を抽出し、コロナワクチンの試作に成功。バンコクに植物性タンパク質の臨床材料
を生産するcGMP(現行医療品適正製造基準)グレードの 施設を有している。その他、Baiya Plant 
EGF(Human Epidermal Growth Factor)という、表皮細胞の成長とコラーゲンの生産を促し、肌に
対しアンチエイジング効果を持つスキンケア商品の技術開発も進めている。

https://baiyaphytopharm.com/

競合との差別化ポイント

直近の提携・投資例
▪ タイ政府機関、PTTEP、ARV、クラウドファンディング、エンジェル投資家などからの出資
▪ 累計調達額US$40Mの達成
▪ 政府機関との連携・コロナワクチンの生産

現在抱えている課題やニーズ
▪ 資金調達
▪ 技術開発の協業パートナー確保
▪ 事業拡大の為のグローバルネットワーク・パートナーシップ確保
▪ 抗がん剤、ワクチン、感染症治療用抗体などの実績拡大

日系企業との協業が想定される分野
▪ バイオ医薬分野の日本企業との技術提携・協業
▪ 製造技術や量産技術交換・連携
▪ 医療品の品質管理や動物試験など知識や経験が豊富なパートナー

▪ 研究開発期間の短縮（QUICK）
▪ プロセスの簡素化（SIMPLE）

2. Baiya Phytopharm（バイヤファイトファーム)
事業分野｜ヘルステック・バイオテック

設立年 2018

代表者
Dr. Suthira Taychakhoonavudh,
CEO & Co-founder

従業員数 85 名

事業概要
植物を利用した医療用タンパク質生産の
研究開発、及び化粧品原料やワクチンなど
の生産

所在地 タイ・バンコク

提携企業・機関 チュラロンコーン大学（タイ）

競合 タイでは特にいない

資金調達/
ステージ

US$40M／シリーズA

主要投資家
タイ政府機関、PTTEP、ARV、クラウド
ファンディング、エンジェル投資家 等

実績

CEO of the Year 2021、Agro Genius 
DIProm The Best Success Case(2022), 
Chulalongkorn University 
Award(2022), Outstanding Research 
and Innovation(2020)

ビジネスモデル
▪ 大学や化粧品会社などとの研究開発
▪ 化粧品原料、検査薬原料、ワクチン(COVID-19など)、がん治療薬などの生産

▪ 拡張性のある製品（SCALABLE）
▪ 技術的な意思決定の推進（SCIENCE DRIVEN)

Copyright © 2022 JETRO. All rights reserved.



MUI Roboticsは高品質なデジタル嗅覚(e-nose)機器であるi-Nose(MUI Nose)の開発・製造、及
び匂いデータ解析AIサービス会社である。人間の嗅覚を模倣し、それをデジタルデータ化する事で、
一貫した品質管理、製品開発、環境・安全管理などを実現する。現在は食品・飲料、農業、化学、医
療、環境、自動車産業向けなど、さまざまなビジネス分野でデジタル嗅覚としてサービス提供をして
いる。MUI Noseの例として、コーヒーの焙煎工程での品質管理分野で利用されている。MUI Nose
はコーヒー豆の品質の違いを匂いで識別することができる為、コーヒー製造が安定した品質で豆を焙
煎・製造することが可能。ガス感知以外で匂いを感知する技術に特化した企業は、世界でも10社程
度しかない。また、CTO(最高技術責任者)は匂いの研究に関して、名門スタンフォード大学によって
上位2％にランクされた科学者である。最先端技術を駆使し、世界一のデジタル嗅覚機器メーカーを
目指している。

https://mui-robotics.asia/index.php/en/

競合との差別化ポイント

直近の提携・投資例
▪ 2021年にプレシードラウンドとしてタイ政府からUS$300k調達達成
▪ 現在次の資金調達ラウンド（ US$3M）に向けて準備中
▪ 2021年にCoffee Expoに出展以来、毎月30％の成長（クライアント数）

現在抱えている課題やニーズ
▪ 問い合わせ対応：営業の人手不足
▪ 製品のデザインやUI＆UXなどのデザイナー人材がいない
▪ 機器の生産が追いついていない

日系企業との協業が想定される分野

▪ 専門機器など輸入規制、認証取得に詳しいパートナー
▪ 機器などの大量生産の経験が豊富なパートナー
▪ デジタル嗅覚や匂いデータ解析に興味のある企業

▪ 嗅覚についての科学・技術的な専門知識をもつ社内人材
▪ 最先端技術の自社開発製品とソフトウェア
▪ 世界でも競合相手があまりいない（タイでの競合はいない）

3. MUI Robotics（エム・ユー・アイロボティックス)
事業分野｜AI・IoT

設立年 2021

代表者
Mrs. Wandee Wattanakrit, 
CEO

従業員数 14 名

事業概要
デジタル嗅覚機器の開発・販売、
匂いデータ解析AIサービスの提供

所在地 タイ・バンコク

提携企業・機関 マヒドン大学(タイ)と共同研究

競合 Sensigent, Alpha Mos 等

資金調達/
ステージ

US$300k／プレシードラウンド

主要投資家 自己資金、タイ政府機関、TED Fund 等

実績
Innovation Awards Fund 2022, MIT 
Enterprise Forum３位入賞、Kstartup 
Grand Challenge, Angel Fund 2021 等

ビジネスモデル
▪ 企業の研究開発支援・コンサルティングサービス
▪ デジタル嗅覚機器の販売
▪ サブスクリプションSaaS製品の販売

Mr.Phattananat (Aim) 
Wongwan, COO
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Dynamic Intelligence Asia(DIA)は画像認識・解析とRPA(ロボティック・プロセス・オートメー
ション）に特化したAI開発サービス会社である。既存のIPカメラにDIAのAIソフトウェアである
「Vii」を搭載することにより、さまざまな画像や動画を認識し、用途にあった処理の自動化が可能
となる。顔認証による入退室管理、作業・製造現場の見える化、そして外観検査など、AI画像認識
を利用した製品が既に幾つかあり、製造工場や商業施設などあらゆるビジネス分野に対して業務変革
に使えるツールとして利用されている。全ての製品は自社開発なので、引き続き顧客の要望に応える
カスタマイズされたサービス開発を目指している。また、SaaS(Software as a Service) としてク
ラウドにあるソフトウェアを利用できるサービスも展開している。

競合との差別化ポイント

直近の提携・投資例
▪ 累計US$500k調達達成
▪ Microsoft、AWS、Huawei、AISなどからのクラウドスポンサー、

テクニカル支援、 及びビジネス成長支援

現在抱えている課題やニーズ
▪ 新規顧客獲得
▪ 海外進出・戦略
▪ No Code PaaSなど顧客がより簡単に扱えるソルーションの開発
▪ 営業とマーケティングの知識

日系企業との協業が想定される分野
▪ AI自動化機能に興味のある製造業やその他の企業
▪ 東南アジアでソフトウェア製品を取り扱っているSI、または販売パートナー
▪ 日本のアクセラレータープログラム
▪ 大手企業ソリューション事業部との共同プロジェクト

▪ 柔軟かつ迅速な自社のR&D開発技術
▪ 経験豊富な現地カスタマーサポート
▪ タイ顧客の潜在ニーズの把握

ビジネスモデル

▪ 画像認識や解析についてのAI開発
▪ 顔認証・生体認証などSaaSの運営・販売

4. Dynamic Intelligence Asia(DIA) (ダイナミックインテリジェンスアジア）
事業分野｜AI, IoT https://www.dia.co.th/

設立年 2018

代表者
Mr. Anuwat (Andy) Chamnan, 
CEO & Founder

従業員数 12 名

事業概要
画像認識・画像解析、そしてRPAに
特化したAI開発・販売

所在地 タイ・バンコク

提携企業・機関 Microsoft、AWS、Huawei、AIS 等

競合 タイでは特にいない

資金調達/
ステージ

US$500k／シードラウンド

主要投資家
The Stock Exchange of Thailand, 
Government Savings Bank, N-VEST

実績
創業８ヶ月で黒字化、SEA Microsoft and 
RISE Hackathon2020優勝、Huawei 
Spark2022 ３位入賞(1,000社参加）
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