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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3回目は、タイのフードテックスタートアップのインキュベーター・アクセラレーターの「SPACE-F」
のKeynote speechののち、フードテック、グリーンテック、バイオテック等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。

持続可能な昆虫由来のペットフードを開発する「Orgafeed」、高品質かつ長い保存期限を実現した藻類の関連食品を開発する「EnerGaia」、
畜産や食品加工に使用できる天然の抗菌ソリューションを提供する「UniFAHS」です。

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29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_3_entry ※参加無料、申込締切：11月28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・フードテックエコシステムの紹介：SPACE-F ｜ Dr. Chris Aurand，Open Innovation Leader – Thai Union Group PCL. 
/ Operational Committee at SPACE-F

■ タイのスタートアップ企業からの発表（３社）(1) Orgafeed｜Mr. Patcharaphol Achariyasilp, Dog Experience Officer and Co-founder
(2) EnerGaia｜Mr. Saumil Shah, Managing Director and Founder
(3) UniFAHS｜Dr. Kitiya Vongkamjan, CEO and Co-founder

■ 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. Chrisはフードテックに特化した企業の成長を加速するアクセラレーターであり、革新的なアイ
デアを生み出すインキュベーターである「SPACE-F」のオープンイノベーション・リーダー。

タイの水産加工大手で国際的な水産食品複合企業であるタイ・ユニオン・グループは、フード・
テックのスタートアップ企業向けエコシステムの構築と水産分野以外への事業拡大を支援するため、
マヒドン大学科学部と国家イノベーション庁(NIA：National Innovation Agency)とパートナーを組
み「SPACE-F」を2019年にタイで設立。

SPACE-Fは世界初のフードテックに特化したインキュベーションとアクセラレーターのプログラム
の運営を通して、スタートアップに食分野での情報・スキル・ノウハウの共有から研究施設などの提
供、そして出資とグローバルネットワークを提供している。スタートアップの領域としては健康、新
食品、代替タンパク質、食品安全確保、新パッケージソルーション、スマートシステム、レストラン
テックなど、今までに11カ国、約48社以上のスタートアップを支援している。新しいBatch４（4年
目）にて、今年もより新しいフードテックに特化したグローバルスタートアップを支援する。

Dr. Chrisはゲルフ大学（カナダ）で食品科学の理学士号（優等学位）を取得後、コーネル大学（米
国）で食品科学の博士号を取得。現在はSPACE-Fの社内の研究開発関係者と協力し、外部とのコラボ
レーションを推進している。また、スタートアップの支援、タイ・ユニオンのCVC投資、そしてオー
プンイノベーションの協業支援などに注力している。

スピーカー

▪ SPACE－F の背景と協力パートナーのご紹介

▪ 企業ミッション：世界にポジティブなインパクトを与えられるフードテック分野の起業家支援

▪ SPACE－F プログラムについて

▪ インキュベーションプログラムについて（10社選定：８ヶ月間）

▪ アクセラレーションプログラムについて（10社選定：５ヶ月間）

▪ スタートアップの成功事例について

▪ 日本企業へのメッセージ

SPACE-F の取り組みについて

Dr. Chris Aurand｜Open Innovation Leader – Thai Union Group PCL. / Operational Committee at SPACE-F
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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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Orgafeed社は愛犬の健康と環境に配慮したサステイナブルなペットフードブランド「Laika」を製
造・販売している。「Laika」は新しいタンパク源として昆虫タンパク質を使用したペット食品を商品
化。豊富な栄養素（タンパク質、ミネラルなど）を含む昆虫タンパク質と持続可能な要素（土地、水な
どの天然資源の使用とCO2の排出を最小化）を兼ね備えることで、ペットの健康と環境に配慮した持続
可能なペットフードとして注目を浴びている。

同社はサプライ・バリュー・チェーンにも注力しており、タンパク質の品質、安全性と衛生面を確保
するために、屋内農場で昆虫を飼育している。また、廃棄野菜や果物で養殖することで、循環型経済の
促進にも貢献している。この昆虫施設を自社で管理することによって、ペットフードに適した高品質の
昆虫タンパク質を生産するノウハウがあり、今後はブランド構築、キャットフードなどの商品展開、海
外展開、そして新商品を開発し続けながら、より良いサステイナブルな社会を目指す。

https://laikapetfood.com/

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でUS$250kを調達
▪ タイ・ユニオン社との共同開発
▪ ペットショップやライフスタイルショップなど数社とB2Bパートナーの販売契約済み

現在抱えている課題やニーズ

▪ リサイクルやコンポストも可能なパッケージ
▪ 豊富な栄養と天然素材を使用したペットフードの新商品開発
▪ 海外展開の為の資金調達
▪ 販売ネットワークの拡大

日系企業との協業が想定される分野
▪ 共創ブランディング：ペットフードメーカーなどとの新商品の開発・販売パートナー
▪ サプライチェーン：食品ロスで困っているような食品・飲料メーカーとの協業
▪ サステナビリティ：リサイクルの可能なサステイナブルなパッケージメーカーとの協業
▪ サプライヤー：天然素材・持続可能な原料を有するサプライヤーパートナー

▪ 新しいコンセプト：ペットの健康と環境に配慮した商品
▪ 徹底したサプライ・バリュー・チェーンのマネジメント
▪ 昆虫施設・養殖のノウハウと知識
▪ 安全品質への取り組み（ペット栄養士・獣医・昆虫学者と一緒に商品開発に取り組んでいる）

1. Orgafeed（オルガフィード)
事業分野｜フードテック・サステナビリティ

設立年 2020

代表者
Mr. Ittikorn (Dhong) Thepmani, 
CEO(Circular Economy Officer) and 
Co-founder

従業員数 9 名

事業概要
ペットの健康と環境に配慮したペットフー
ドブランド「LAIKA」の製造・販売

所在地 タイ・バンコク

提携企業・機関 タイ・ユニオン、マヒドン大学、

競合 YORA

資金調達/
ステージ

US$250k／プレシードラウンド

主要投資家 Thai Union CVC, エンジェル投資家

実績

GCIP by UNIDP(2021), Creative 
Business Award(2021), Central Retail 
Eco-Business Competition(2021), 
Demark Design Award(2022) など

ビジネスモデル
▪ サステイナブルな方法によって製造されたペットフード商品「Laika」の販売

Mr. Patcharaphol Achariyasilp,
Dog Experience Officer and 

Co-founder

Copyright © 2022 JETRO. All rights reserved.



EnerGaia社は藻類の一種であるスピルリナの原料に特化した食品を製造・販売しているフードテ
ック企業である。同社は2009年4月にタイで設立され、もともとは発電所などの排ガスから工業用
CO2を回収するために微細藻類を利用する方法を長年研究してきた。その後、一般的な食品より栄養
価が高い食品であるスーパーフードとしてスピルリナに辿り着き、食品開発の事業に取り組んでいる
。スピルリナは約３０億年前に誕生した５０種類以上の健康・栄養成分を持つ理想的なバランス食で
あり、数あるスーパーフードの中でも「プライマリースーパーフード１０」の１つとしても広く認知
されている。

同社では粉末状、ペースト状、冷凍状の最高品質のスピルリナ製品を製造しており、数々の食品メ
ーカーと協業しながら飲料、パスタ、麺などの新食品を開発している。また、SDGsにも積極的に取
り組んでおり、今後はスピルリナを世界中の家庭で利用できる主流の食品素材にしていくと共に、他
の持続可能な栄養価の高い食品素材の事業展開にも注力していく。

https://energaia.com/

競合との差別化ポイント

直近の提携・投資例
▪ 2022年 SPACE-F アクセラレータープログラム 参加企業
▪ 2022年 欧州特許取得（米国を含む他国は特許出願中）
▪ 国際的な水産食品複合企業であるタイ・ユニオングループとの共同開発実績
▪ スピルリナの研究・製造する自社ファームを米国にて新設予定（2023年）

現在抱えている課題やニーズ

▪ 東南アジアから米国・欧州・日本への海外展開、そのための資金調達
▪ 日本のマーケット調査、及びパートナー探し
▪ 新規顧客獲得

日系企業との協業が想定される分野

▪ 日本市場を開拓するための提携・販売パートナー
▪ 食品関連企業との技術提携・協業
▪ スーパーフード等に関心のある企業・スタートアップとの提携

（ジョイントベンチャー設立も視野に入れている）

▪ スピルリナ処理技術(欧州特許取得済み)により業界でも最も長い保存期間を実現(競合他社比３倍)
▪ 安全で上質なスピルリナの培養
▪ 柔軟で拡張性のある独自の設備設計
▪ 業界的にも臭みのない製品

2. EnerGaia（エナガイア)
事業分野｜フードテック・グリーンテック

設立年 2009

代表者
Mr. Saumil Shah, 
Managing Director and Founder

従業員数 4 名

事業概要
スピルリナ原料に特化した食品の
製造・販売、及び商品開発

所在地 タイ・バンコク

提携企業・機関
ビル＆メリンダ・ゲイツ財団、タイ・ユニ
オン、USAID(アメリカ合衆国国際開発
庁)、大学機関 など

競合
Taberumo(日本)、Earthrise (米国)、
Cyanotech(米国)

資金調達/
ステージ

US$3.67M ／ シードラウンド

主要投資家 Aqua-Spark、500 Startups など

実績

Blue Economy Challenge Winner 2016, 
Fish 2.0 Southeast Asia Track Winner 
2017, SPACE-F (Accelerator Program) 
2022

ビジネスモデル
▪ スピルリナ原料（粉末状・ペースト状・冷凍状）の製造・販売
▪ スピルリナ処理技術の特許、バイオリアクター、ソフトウェアなどのライセンス販売
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UniFAHS社は天然抗菌剤として注目されている「バクテリオファージ」技術(略:ファージ)を開
発・販売しているバイオテックスタートアップである。ファージは細菌(バクテリア)に感染し、細菌
の細胞中で増殖するウィルスのことで、有害なバクテリアを殺すための物質として利用されている。

食品メーカーは細菌やウィルスによる食品汚染を防ぐために様々な方法で殺菌処理を行なっている
が、その中でも問題視されているものの利用し続けられているのが化学物質や抗生物質。同社はその
点に目をつけ、化学物質・抗生物質の代替品として、安全で天然な抗菌剤としてファージ技術を利用。
今ではタイ大手企業と畜産、水産養殖、農作物生産、食品加工など、様々な顧客ニーズにカスタマイ
ズされたファージ技術を提供し、食の安全確保とサステイナブルなソルーションを提供している。

今後は東南アジアのみならず、日本や欧州などの市場拡大に注力していく。

http://www.unifahs.com/

競合との差別化ポイント

直近の提携・投資例

▪ 「SalmoGuard」の商品化(2年未満で２製品の商品化を実現）
▪ 様々な販売パートナーやグローバル企業からの問い合わせ・要望あり

現在抱えている課題やニーズ

▪ 生産規模の拡大
▪ 事業拡大の為のグローバルネットワークの構築、パートナーシップ確保
▪ 海外展開（東南アジア・日本・欧州）に向けて、営業・マーケティングチームの拡大
▪ 資金調達

日系企業との協業が想定される分野
▪ 農家や食品メーカーとのネットワークのある販売パートナー
▪ 生産技術の知識や経験のある日本企業との技術交換・連携
▪ 研究機関との連携・協業
▪ ファージ技術に興味のある食品メーカーとの協業

▪ より持続可能なフードサプライチェーンを実現する生産プロセス（タイ特許取得済み）
▪ 顧客ニーズに応じたソルーション提供
▪ 豊富なタイの顧客パイプライン
▪ 自社ファージ技術のアメリカ食品医薬品局（FDA）の認可取得済み

3. UniFAHS（ユニファーズ)
事業分野｜バイオテック・アグリテック・フードテック

設立年 2020

代表者
Dr. Kitiya Vongkamjan,
CEO and Co-founder

従業員数 5 名

事業概要
天然抗菌剤であるファージ技術の
開発・販売

所在地 タイ・バンコク

提携企業・機関
カセサート大学、プリンス・オフ・ソンク
ラー大学、NIA、Cargill(タイ) 、CP Food、
Thai Foods Group、Tyson Foods など

競合 Proteon Pharmaceuticals

資金調達/
ステージ

US$250k／プレシードラウンド

主要投資家
自己資金、エンジェル投資家、インターナ
ショナルな投資家 など

実績

Winner – Extreme Tech Challenge 
2022  (Biotech & Medical Device 
Category), Startup Award 2022 (NIA), 
Best Performance and Popular Vote 
Awards 2022 –Inno4Farmers 
Accelerator Program

ビジネスモデル
▪ 顧客ニーズに応じたファージの開発・製造
▪ 「SalmoGuard」製品（養鶏場用、ミート食品加工用）の販売
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