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J-Bridge「ベトナムスタートアップテクノロジーLIVE」～第21回:トラベルテック～

【日 時】2022年8月17日（水曜）ベトナム時間13:30～15:05／日本時間15:30～17:05
【主 催】ジェトロ 【参加費】無料
【言 語】日本語（日英同時通訳） 【定 員】200名
【形 式】ウェビナー ※Zoom（https://zoom.us/jp-jp/meetings.html）を使用します。

免責事項:https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/_Events/terms-ja_eng.pdf
【参加対象】ベトナム企業との協業をお考えの日本企業、支援機関 ※在日本、ベトナム、その他地域からも歓迎です。
【プログラム】※各スタートアップのプレゼン後、Vietnam-Japan Open Innovation Network共同創設者のカオ・ミン・ヴィエト氏

より解説頂きますのでご参照ください。なお、プログラムは変更となる可能性がありますのでご了承下さい。

【お申込み】8月16日（火曜）正午（日本時間）までに、以下のURLよりお申込み下さい。
※お申込み頂いた方には、開催日前日までにEメールにてアクセスURL等をお送りします。

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/vha/vstl21

お問合せ先:ジェトロ・ハノイ事務所（担当:山梨、新居）
TEL: +84-24-3825-0630 E-mail:VHA-Innovation@jetro.go.jp

ジェトロは、日本とASEAN等の企業によるデジタル技術を活用した連携を推進する「J-Bridge」の一環として、ウェビナー
「ベトナムスタートアップテクノロジーLIVE」を開催します。日本企業との協業に関心のあるベトナムのスタートアップ等よ
りソリューションを紹介し、日越企業間の連携・事業拡大を目指します。

第21回は、「トラベルテック（旅行）」をテーマに、モバイルサイト/アプリで宿泊施設とユーザーを繋ぐGo2Joy、企業の
出張予約管理プラットフォームを提供するVNTRIP、宿泊施設等向け販売管理プラットフォームを提供するezCloudのスター
トアップ3社をご紹介します。皆様のご参加をお待ちしております。

開催概要

13:30～13:35（日本時間15:30～15:35） イントロダクション・プレゼン企業紹介（ジェトロ・ハノイ事務所）

13:35～14:05（15:35～16:05） ①Go2Joy (ホーチミン)
https://go2joy.vn/

プレゼンテーション
質疑応答、解説

14:05～14:35（16:05～16:35） ②VNTRIP(ハノイ) 
https://www.vntrip.vn/

プレゼンテーション
質疑応答、解説

14:35～15:05（16:35～17:05） ③ezCloud(ハノイ)
https://ezcloud.vn/

プレゼンテーション
質疑応答、解説



企業名 Go2Joy Vietnam JSC 設立年 2016年

代表者 Simon Sungmin Byun(Mr.),
Founder & CEO 従業員数 87名

所在地 ホーチミン市 分野 オンラインブッキング

ウェブサイト https://go2joy.vn/ 備考
シリーズAで650万米ドルを資金調達
済み、今後マーケティング費用として
200万米ドルを調達予定。

● Go2Joyは、モーテルや小規模な宿泊施設向けのオンラインブッキングプラットフォーム。2017年3月、ホーチミン市でシステムを試験
的に導入し、現在Go2Joyはホーチミン市、ハノイ、ブンタウなどベトナムの18省／都市で展開中。

● モバイルアプリで宿泊施設とユーザーを繋ぐビジネスモデル:
ユーザーは ①写真、料金、ホテルへのレビュー、②予約フォーム、決済方法③割引などの情報をアプリを通じて確認することが可能。
また、ユーザーのアプリ利用料は無料。
宿泊施設はアプリを利用し、宿泊サービスのパッケージ（⾧期、短期、時間制）のカスタマイズが可能。また、宿泊施設側は、24時間
365日データ管理システムを利用でき、ウェブやアプリでの予約管理が可能。宿泊施設は、ユーザーがチェックインするごとにプラット
フォーム利用手数料として宿泊料金の15％を支払う。

● これまでのダウンロード数は6,8万回、登録ユーザー数37万人（累計5回以上Go2Joyサイト/アプリを利用しているユーザーが内47％）、
2021年4月現在、月間アクティブユーザー数11万人と多くのユーザーに利用されている。

● 2021年4月時点で、GMV（取引総額）33万2000米ドル、予約件数27.3万件/月、リピート予約率57％に到達。.
● 競合他社: Grabhotel、QuickStay、Ann Booking、Manmoなど。18省・都市で3,279軒の宿泊施設が登録されており、競合他社より

もカバー範囲が広い。また、利用時間が1時間単位の予約、フラッシュセール、各種プロモーション、ロイヤリティプログラムなど、
様々な機能を備えたアプリとなっていることが強み。

● 今後の事業計画:タイ、フィリピンへの事業拡大（2021-2022年）

Simon Sungmin Byun氏
(Founder & CEO)

【こんな日本企業を探しています】
● 同業の日本企業
● 同社への投資に関心のある企業

※本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。
※本資料の記載内容に関して生じた直接的、間接的、あるいは懲罰的損害および利益の喪失については、一切の責任を負いません。

（2021年12月9日時点）ベトナムスタートアップ紹介 【FinTech（フィンテック）】 （2021年9月30日時点）
（2022年1月21日時点）登壇企業紹介 【Go2Joy】
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企業・製品名 VNTRIP 設立年 2016年

代表者 Le Dac Lam (Mr.),
Founder & Chairman 従業員数 150名

(エンジニア30%、顧客対応70%)

所在地 ハノイ 分野 OTA (オンライン旅行会社)

ウェブサイト https://www.vntrip.vn/ 資金調達 約2,000万USD / Series B

個人および企業を対象として、航空券やホテルの手配・予約をウェブサイトおよびアプリを通じて取り扱うOTA(オンライン旅行会社)となる
●事業概要、技術・製品・サービス概要: B2C(対個人)およびB2B(対企業)で異なる運用をしている

‒ B2C: 2016年設立当初からの主要事業であり、競合には資金力のある外資企業を含み、競争が激しい。コロナ禍による影響を大きく受けたが、旅行需要は復調傾向にはある
‒ B2B: 2020年にTMS(旅行管理システム)と名付けた企業向けのトラベルテック・プラットフォームを構築し、企業の出張実施・管理をサポートしている。コロナ禍前と比較し、運営コストを
半分に抑えつつ、対企業のGMV(流通取引総額)を4倍超にできた。2022年現在、全売上の6割超を占めており、今後も注力していく方針

●競合他社:
‒ B2C: 資金力が豊富な競合が多く存在 (そのため、サービスは維持したまま、一旦、B2Bにより注力したい考え)
‒ B2B: Tripione、Gotadi (当社は1年先んじて市場参入しており、先行者利益もあり、B2B分野で業界1位となる)

●売上、経営状況: 売上をコロナ感染拡大前の水準まで回復させることができ、2022年4月時点で黒字化できた
‒ B2C: ユーザー数は1,000万人。コロナ禍からの旅行需要回復を受けて、2022年のGMV(流通取引総額)は、マーケティング費用なしで、前年比145%増を予想している
‒ B2B: 顧客数はコロナ禍であった2021年にも倍増し、現在は500社超となっており、2022年末には800社まで増加させる予定

●現在抱えている課題やニーズ:
‒ B2C: 市場に資金力が豊富な競合が多く存在。また、消費者はより安い価格のサービスを選択し、ローヤリティが低い傾向がある
‒ B2B: 事業分野毎に進捗に差があり、多くの企業がデジタル・トランスフォーメーションを進め、TMSのようなサービスに費用を払い始めるにはまだ時間が掛かる

●今後の事業計画・展開予定地域: B2Bへより注力する方針である
‒ 2025年には、ベトナムの大手1,000社のうち350社を顧客としたい
‒ デジタル・トランスフォーメーションのトレンドがさらに加速していくと予想しており、必要以上にコストを増やすことなく、顧客や事業者に対してアプローチできる手法を検討したい
‒ 現在、強みとなっているTMSをさらに強化するために新機能導入等のアップデートを進めたい

●資金調達: Min Fan氏(中国発の大手旅行プラットフォーム運営Ctrip社Founder)、Fenghe Group社(Alibaba元CTOのJohnWu氏による投資会社)等から約2,000万USDを調達
●イノベーションに関する受賞歴: Top 10 in Vietnam Digital Transformation Services and Solutions Companies (VINASA主催、2021年)
●大学や研究機関、企業との連携実績: ダイナム大学、VNU社会科学人文大学 (インターンシッププログラム策定・受入および職場環境と必要なスキルについてのセミナー実施)
●その他: 予期せぬ問題、緊急のフライト予約等に対応するため、24時間年中無休のカスタマーサービスを提供している

【こんな日本企業を探しています】 資金調達／業務提携
・ 資金調達面での支援が可能な企業
・ ベトナム市場に参入を検討している旅行関連の企業 (具体的な案はないが、何らかの協力が可能かもしれない)

Nguyen Thanh Viet 氏 (CEO)

（2021年12月9日時点）ベトナムスタートアップ紹介 【FinTech（フィンテック）】 （2021年9月30日時点）
登壇企業紹介 【VNTRIP】 (2022年06月24日時点)



●ホスピタリティ向けプラットフォームは、宿泊施設（ホテル、民宿）、アミューズメントパーク、ゴルフ場、レストラン、旅行会社などのデジタル
トランスフォーメーションをサポートする以下のような機能を備えている。

① 運営:販売店の管理、エンドユーザー向けのレジャーチケット（Qrcode）発行、物件の日常業務（営業、人事、ハウスキーピングなど）の管理。
② 営業:ダイレクトチャネル、旅行代理店、ECサイトなど、複数チャネル上での客室やレジャーチケットを管理・販売。
③ マーケティング: ウェブサイト、フェースブック、Zalo（SNSアプリ）でのマーケティング

●BtoBの顧客が主で新型コロナ流行前は4000社ほどの顧客がいたが、現在は1000社ほど。顧客にはSunGroup、Flamingo、VinGroup、Vietravelなど
の大口顧客が20社。BtoCでは、SunWorldにQRコードチケットソリューションを提供。以前日本の企業と協業し東京オリンピックに向けて製品開発を
進めていたが、オリンピックが延期されたため白紙になった。
● 競合企業はVNTravel（発券サービスや客室などのブッキング）。自社の優位性はホテルやアミューズメントパークの運営・営業に関するあらゆる
ニーズに応える包括的なソリューションの提供。
● 2019年にはほとんどの主要製品が完成、新型コロナ流行前は200%/年の成⾧率を記録し20～21年の計画は爆発的な成⾧と遂げる予定だった。しか
し20年に新型コロナの影響を受け、流行前約200名いた従業員が2年間で80名減少。観光業界は新型コロナの影響を受けているが、BtoBではまだチャ
ンスがあると考えており、現在、多くの大企業にデジタルトランスフォーメーションソリューションを提供している。
●今後の経営計画は主要製品のインフラ改善。新型コロナ収束後の国際市場開拓（中国、韓国、日本など）予定。
● 売上は2021年に約100万USDに達する見込み。22年には約2倍を見込む。
● 2019年にベトナムの50+10リーディングIT企業（VINASA）、2020年にMake in Vietnam デジタルテクノロジー製品トップ10（情報通信省）受賞。
⇒ベトナム情報通信省のプログラム「SMEdx」に選定。

（2021年12月9日時点）

企業・製品名 ezCloud 設立年 2013年

代表者
Nguyen Hoang Duong (Mr.), 

CEO
従業員数 80名

所在地 ハノイ 分野 TravelTech

ウェブサイト https://ezcloud.vn/ 備考 SEA Groupによる
400万USD資金調達

【こんな日本企業を探しています】
●EZCloudプラットフォームを日本国内のホテルなどの宿泊施設、アミューズメントパークに普及させる。
●日本の旅行会社と提携し、EZCloudプラットフォーム上でのホテル、アミューズメント、ゴルフなどの予約サービスを日本の顧客に提供する。
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Mr. Nguyen Hoang Duong (CEO)

ベトナムスタートアップ紹介 【FinTech（フィンテック）】 （2021年9月30日時点）
（2021年12月9日時点）登壇企業紹介 【ezCloud】


