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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２回目は、タイ・デジタル経済振興庁「depa」のKeynote speechののち、グリーンテック、サステナ
ビリティ、バイオテックの分野からタイのスタートアップ3社より事業内容を紹介します。

環境にやさしい給湯・空調の省エネソリューションを提供する「PAC Corporation」 、EVと電力エネルギーに特化した次世代電力ネットワー
クシステムを開発する「CHOSEN Digital」、バイオテクノロジーを応用した産業用排水処理装置を開発する「Arcadian Eco」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11月22日（火）1時間10分
15：00〜16：10（日本時間GMT+9）
13：00〜14：10（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_2_entry ※参加無料、申込締切：11月21日（月）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・デジタル経済振興庁から「タイのDX」の紹介：depa｜Dr. Chinawut Chinaprayoon, Executive Vice President

■ タイのスタートアップ企業からの発表（３社）(1) PAC Corporation｜Ms.Atchara Poomee , Founder & Managing Director
(2) CHOSEN Digital｜Mr.Worapoj Ruenrerngwong, CEO & Founder
(3) Arcadian Eco｜Ms.Pattarin Otayakul , CMO

■ 各プレゼンテーションの解説 : 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. Chinawut Chinaprayoon氏はdepa（Digital Economy Promotion Agency：タ
イ・デジタル経済振興庁）の副長官兼Digital Startup Institute所長。

depaは2017年に設立されたタイのデジタル経済社会省傘下の機関であり、デジタルエ
コノミーに向けてのタイ国内のデジタルトランスフォメーション（DX）関連のスタートア
ップ企業の支援、及び国益に資するDXの支援を注力的に行っている。また、地域課題を解
決する為のスマートシティの領域にも積極的に支援をしている。

同氏はdepa入社以前、総合科学技術イノベーション政策の一環として、新事業開発部署
でディレクターを務める。また、スタートアップ・タイランド・プラットフォームの立ち
上げや、革新的な起業家を支援するための新しい法律や規制の支援などに携わる。
ジョージア工科大学(Georgia Institute of Technology)にて科学技術政策の修士号、
RPI(Rensselaer Polytechnic Institute)にてイノベーションマネジメントの博士号を取得。
新規事業や企業を何度も立ち上げる連続起業家でもあり、「Decision Science」などの一
流誌で論文が掲載されたこともある。

スピーカー

▪ depa ご紹介

▪ デジタル経済振興庁の長期計画について

▪ デジタル人材のエコシステム

▪ デジタル・バレーのご紹介

▪ DX推進支援のマッチングファンド制度について

▪ 日本企業へのメッセージ

depa の取り組みについて

Dr. Chinawut Chinaprayoon｜Executive Vice President &
Acting Director of Digital Startup Institute

▪ スマートシティについて取り組み

▪ スタートアップ向けの政策支援について
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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
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PAC社は、給湯器やエアコンなどの省エネ機器の開発・製造メーカーである。「ヒートリカバ
リー」や「ヒートポンプ」技術を活用し、エアコンの排熱を利用して給湯したり、室外の空気から熱
を吸い上げてプールを温めるなど、電力（エネルギー消費）を最小限に抑え、省エネ且つコスト削減
を実現しており、環境に優しい省エネ空調システムとして注目されている。現在は農業・産業・宿泊
施設、医療・福祉などの業務用から家庭用まで、幅広い顧客にあわせた製品を扱っている。

タイの大手企業数社が既に導入しており、今後の持続的な成長のためために日系企業と研究開発や
共同開発を求めている。世界で光熱費が値上がる中、省エネ給湯器とエアコンにおけるリーディング
カンパニーを目指しており、今後はグローバル展開にも注力していく。

https://www.pac.co.th/en/

競合との差別化ポイント

直近の提携・投資例
▪ 売り上げ420Mバーツ(約16億円)達成
▪ タイ大手B. Grimm Groupとのパートナーシップ
▪ 大手大企業（食品、自動車、空調機器メーカーの工場、ホテル施設 など）への導入

現在抱えている課題やニーズ

▪ 新規顧客獲得
▪ 製造に関わるコストの削減
▪ 事業拡大の為のグローバルネットワーク・新規ビジネスパートナー確保

日系企業との協業が想定される分野
▪ 空調機器などの省エネ分野に詳しい研究機関との技術交換・共同開発
▪ 事業拡大に繋がるような最先端技術(IoT、エネルギーマネジメントなど)を有する企業との提携
▪ 給湯器などに詳しいサプライヤー
▪ 同社サービスに関心のある販売パートナー

▪ 自社R＆D（研究開発）を持ち、常に新製品開発を進めている
▪ 技術人材：専門知識と経験を持つエンジニアチームと技術サポートチーム
▪ タイ大手企業への導入実績、豊富な顧客パイプライン
▪ お客様のニーズに合わせたカスタマイズ可能な製品とシステム提供

1. PAC Corporation （パックコーポレーション)
事業分野｜グリーンテック・サステナビリティ

設立年 2016

代表者
Ms. Atchara Poomee, 
Founder & Managing Director

従業員数 65 名

事業概要
給湯器やエアコンなどの省エネ機器の開発
・製造・販売

所在地 タイ・バンコク

提携企業・機関
モンクット王工科大学(KMUTT), タイ国
立科学技術開発庁(NSTDA)

競合 Heissmann, Energy Master

資金調達/
ステージ

非公開

主要投資家 非公開

実績

National Innovation Awards 2022, 
SMEs National Awards 2022, Bai Po 
Business Awards by Sasin, Prime 
Miniser’s Export Award, The Global 
Cleantech Innovation Program など

ビジネスモデル
▪ PAC製品である給湯器やエアコンの販売とその他のサービス提供
▪ 省エネ空調のソルーション提供
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CHOSEN Digital社は電気自動車（EV）と電力エネルギーに特化した次世代電力ネットワークの
ソフトウェア・インフラシステム開発企業である。

独自開発のシステムをインターネット経由でEV充電設備に繋げることで、需要側の消費電力の見
える化を実現。また、タイの地方配電公社(PEA)、 首都圏配電公社(MEA) などの電力供給側のデー
タとネットワークを統一することで、供給力（発電できる最大出力）をリアルタイムで把握。この電
力の需給データを収集・分析し、電力アグリゲーターとして、電力管理から送電方法の制御まで、効
率的な電力供給を自動的に行えるシステムを開発。今後は自動的に電力供給量を超えないように時間
帯をずらして充電したり、使われていない電力を売買したり、国内の電力品質や送電線ネットワーク
を守るような技術を開発し続けていく。電力供給の効率化に加え、EVや再生可能エネルギーの普及
にも貢献する次世代電力インフラとして、タイとラオスのみならず、海外展開していく予定。

https://chosen.co.th/

競合との差別化ポイント

直近の提携・投資例
▪ ソフトウェアPF開発パートナーとしてタイでは地方配電公社(PEA), 首都圏配電公社(MEA),

National Telecom(NT)、高速道路局（EXAT)、そしてラオスではラオス電力公社（EDL）、
ラオス外商銀行(BCEL)とMOU締結

現在抱えている課題やニーズ
▪ 事業拡大の為のグローバルネットワーク・ビジネスパートナー確保
▪ 技術開発の協業パートナー確保
▪ 海外展開に向けた人材確保
▪ 資金調達

日系企業との協業が想定される分野

▪ 同社サービスに関心のある販売パートナー
▪ 電気やEV分野に詳しい研究機関との技術交換・共同開発
▪ 再生可能エネルギー分野やIoTの最先端技術を持っている日系スタートアップとの協業

▪ タイとラオスの配電公社との繋がり
▪ タイの政府やローカルニーズに応じたカスタマイズ可能な自社開発ソルーションの提供
▪ EVや電力に特化した豊富な知識、経験、そしてネットワークがある人材

2. CHOSEN Digital（チョーゼンデジタル)
事業分野｜EV・グリーンテック

設立年 2022

代表者
Mr. Worapoj Ruenrerngwong
CEO and Founder

従業員数 10 名

事業概要
電気自動車（EV）と電力エネルギーに特
化した次世代電力ネットワークのプラット
フォーム開発

所在地 タイ・バンコク

提携企業・機関

地方配電公社(PEA), 首都圏配電公社
(MEA), National Telecom(NT)、チェン
マイ大学、ラーチャモンコン工科大学 な
ど

競合 ABB, Schneider

資金調達/
ステージ

US$1M／プレシリーズA

主要投資家 自己資金(CHOSEN Group)

実績

1st Rank Delta Angel Fund 2020, 1st

Rank Startup Connect, Top 150 
XPITCH に51カ国、4,000+企業の中から
選ばれる

ビジネスモデル
▪ EV充電ステーションas a Serviceサブスクリプションの販売
▪ システム開発
▪ 自社電力プラットフォーム内での電力取引による売買
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Arcadian Eco社はバイオテクノロジーを応用した産業用排水処理装置の開発メーカである。
産業、工業、農業などからの汚泥は環境汚染や悪臭の面から公害問題・環境問題に発展し、多くの

企業が排水処理の効率化・技術革新を求めている。そこで同社は、「Wonder Bubble」という産業
排水処理装置を独自で開発し、３つの技術とプロセスで汚泥処理・排水処理を行なっている。具体的
には① 酸化酸素（エンザイム：酸化反応を触媒する酸素）を投入し、②マイクロナノバブルによる
強力な酸化反応処理、及び有機物の分解を促し、そして③ディープシャフト法（超深層曝気法）によ
る効果的な汚泥処理を実現。この斬新な工程と装置により、排水（汚泥、臭気、脱色など）を浄化し、
再利用を可能にした。従来の設備に比べ、より省スペース・省エネ・コスト削減・運転管理の容易性
と処理工程の短縮を達成。 タイ企業数社とは実証実験を経て実際に利用されており、今後はタイに
拠点を持つ日系企業と幅広い業種（食品工場、宿泊施設、複合商業施設など）と実証実験を行い、受
注まで繋げていけるよう注力していく。

https://www.arcadianeco.com/en.html

競合との差別化ポイント

直近の提携・投資例
▪ The Central Laboratory Thailand（タイにあるラボ研究機関） との協業
▪ タイ大手食品グループなどとの実証実験実施
▪ 2022年に在タイ日系自動車メーカーが「Wonder Bubble」を導入

現在抱えている課題やニーズ
▪ ブランド認知度の向上
▪ 新規顧客獲得
▪ 資金調達
▪ 営業チームの拡大

日系企業との協業が想定される分野
▪ 排水処理に詳しい研究機関との技術交換・共同開発
▪ CSR・SDGsの取り組みに興味のある企業
▪ IoT、ビックデータ、センサーなどの最先端技術を持っている企業との協業
▪ 成功事例に繋がるような産業・工業・農業など様々な業種との概念実証(PoC)と実証実験

▪ 斬新な技術とプロセスで浄化・汚泥削除・浄化・悪臭対策する技術（特許出願中）
▪ 化学物質を必要としないノンケミカルで環境に優しいソルーション提供
▪ 競争力のある価格設定

3. Arcadian Eco （アーカディアンエコ)
事業分野｜グリーンテック・バイオテック・サステナビリティ

設立年 2020

代表者
Mr. Perawut Somnapan,
CEO & Co-founder

従業員数 5 名

事業概要
バイオテクノロジーを応用した産業用排水
処理装置の開発、及び販売

所在地 タイ・バンコク

提携企業・機関 The Central Laboratory(Thailand)

競合 Atlas Copco

資金調達/
ステージ

調達なし／シードステージの資金調達希望

主要投資家 自己資金

実績

Bangkok Best Innovation for Social 
and Environment 2019, FTI Best 
startup 2021 (Federation of Thailand 
Industry), Green Industry Certified 
2022 (from Ministry of Industry of 
Thailand)

ビジネスモデル
▪ 産業用排水処理装置「Wonder Bubble」の販売
▪ 月額（サブスクリプション）の酸化酸素の提供
▪ 装置の導入、メンテナンスなどのサービス

Ms. Pattarin Otayakul,
最高マーケティング責任者

(CMO)
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