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ADB Bio (Applied DB Public Company Group)  

所在地:Samutprakarn 県 

URL:www.adb.co.th 

設立:2005 年 

資本金:363MTHB 売上:1,710MTHB 

【事業内容・特徴】 

タイ大手プラスチックメーカーADB の中で

バイオプラスチック PJ を推進。キャッサバ

やコーン由来のスターチを混合することで

価格競争力のあるコンパウンドを開発中。生分解性に係

る国際認証の取得や食品パッケージメーカーとの商品開

発を通じてタイ由来バイオプラスチックの普及に注力。 

【ビジネスマッチングニーズ】 

・バイオプラスチックを活用した商品開発パートナー:ビニ

ル袋や使い捨て食器メーカー。 

・日本市場アクセスのパートナー:ディストリビューター、日

本の生分解性プラスチック関連の認証取得に係る連携。 

 

TRUE INCUBE COMPANY LIMITED  

所在地:Bangkok 都 

URL:https://www.trueincube.com/ 

設立:2013 年 

資本金:160MTHB  

【事業内容・特徴】 

タイ大手財閥 CP グループ傘下の

通信キャリア「true」が運営する

CVC。情報通信分野を中心に CP グループの事業活動

とシナジーが見込まれる分野（IoT、次世代自動車な

ど）の SU に投資。投資対象地域について、現状のタイ

及び東南アジアから、グローバルに拡大させる方針。 

【ビジネスマッチングニーズ】 

・IoT 関連の投資先:FA、ソフトウエア開発などで当社

関連事業とシナジーが見込まれる SU。 

・モビリティー関連の投資先:自動運転、新エネルギー自

動車などで当社関連事業とシナジーが見込まれる SU。 

 

 

AddVentures by SCG 

所在地:Bangkok 都 

URL:https://addventures.co.th/ 

設立:2017 年 グループ時価総額:＄180BN 

ファンドの運用規模:＄200M  

【事業内容・特徴】 

東南アジアを代表する企業グループ SCG

が運営する CVC。自動化等の産業技術、B2B 取引の

効率化、IT やデータ分析といった領域で、初期～成⾧段

階の SU（シリーズ A-D）に投資。タイ国内への事業拡

大を目指す海外 SU との JV、技術ライセンス取得など

300 以上のパートナーシップ実績を有する。 

【ビジネスマッチングニーズ】 

・新技術分野の SU:ロボティクス、新素材、脱炭素化、

再生可能エネルギーなどが投資対象。 

・グループの事業領域を投資対象とする VC:建設、化

学、パッケージング、物流、商社などの分野で連携希望。 

 

Urban Mobility Tech Co., Ltd 

所在地:Bangkok 都 

URL:https://www.umt.ltd/,https://www.muvmi.co/en 

設立:2016 年 

資本金:1.8MTHB 売上:25.7MTHB 

【事業内容・特徴】 

バンコク都内で EV（電動

3 輪車）による移動サービスを運営。タイ大手自動車部

品メーカーとの JV で開発・製造した 200 台のオリジナル

EV とライドシェアアプリ“MuvMi”で市民の街中移動をサ

ポート中。車体広告や物流にもサービスを拡大するととも

に、今後は EV の輸出やサービスの海外展開も志向。 

【ビジネスマッチングニーズ】 

・地域交通:当社システムを活用したライドシェア運用。 

・EV 開発:EV の技術連携や ECU など部品供給。 

・ソフトウエア開発:EV 配車アプリの高度化に資する

GPS などの技術連携。 
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REAL BPM COMPANY LIMITED  

所在地:Samutsakorn 県 

URL:www.realbpm.co.th 

設立:2018 年 

資本金:1MTHB 売上:6.6MTHB 

【事業内容・特徴】 

フランスで Ph.D.を取得し、大手

自動車メーカーなどに技術コンサルティングを行っていたタイ

人とベトナム人の技術者が設立した SU。ECU、モーター

制御などパワートレイン系の技術と、タイ国内で試作品を

製作するローカル企業とのネットワークがつよみ。EV バイク

用のパワートレインや充電システムも自社開発中。 

【ビジネスマッチングニーズ】 

・EV 関連技術のパートナー:パワートレインやバッテリーマ

ネジメントの技術開発、実証実験で連携する企業。 

・タイで EV 関連部品の試作を希望する企業:当社の

NW でタイにおける EV 部品試作をサポート。 

 

EVOLT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED  

所在地:Bangkok 都 

URL:https://evolt.co.th/  

設立:2017 年 

資本金:6.25MTHB 売上:107MTHB 

【事業内容・特徴】 

タイで EV 充電ステーションを運営する

SU。自動車メーカー、エネルギー企業、ショッピングモール

等と連携し、公共及び家庭用充電ステーションを 6,000

以上展開。設備導入、最寄りステーションの検索、決

済、メンテナンスなどのシステムを自社保有し、最適なサー

ビスを運用。周辺国への海外展開も計画中。 

【ビジネスマッチングニーズ】 

・IoT 技術パートナー:安定した充電システムの構築に

資する IoT 技術を有する企業（例:グリッド内で電力

需要が高まった際に充電ステーションを安定して運用する

ための電力マネジメントシステム開発） 

 

 

LOXLEY EVOLUTION TECHNOLOGY CO., LTD.  

所在地:Bangkok 都 

URL:https://loxleyevolution.co.th/  

設立:2000 年 

資本金:40MTHB 売上:376MTHB 

【事業内容・特徴】 

財閥系商社 LOXLEY 傘下

のシステムインテグレーター。監視カメラを用いたセキュリティ

ー、IoT プラットホーム、空港運営（荷物搬送など）に

関するシステム構築やサービス運営をハードウェア、ソフトウ

ェアの両面で実施。タイの政府機関や大手企業との連携

実績も豊富。 

【ビジネスマッチングニーズ】 

・センサー、AI、IoT 技術パートナー:センシング、画像

判別、機器のネットワーク接続など当社のセキュリティープ

ラットフォームの高度化に繋がる先端技術を有する企業と

のマッチングを希望。 

 

SCI INNOVATECH Co., Ltd.  

所在地:Nonthaburi 県 

URL:https://sci-innovatech.co.th/  

設立:2018 年 

資本金:1MTHB 売上:1.5MTHB 

【事業内容・特徴】 

タイ国立科学技術開発庁参加の化

学系 SU。研究機関によって開発された技術を商用化

し、環境問題の解決に資するのがミッション。ラマン分光の

原理を用いて農作物から農薬や抗生物質等の残留化

学物質を検出したり、養魚場や排水中の化学物質をモ

ニタリングしたりするサービスを開発、販売中。 

【ビジネスマッチングニーズ】 

・事業化促進パートナー:化学物質検出サービスのビジ

ネスモデルをタイ国内や日本市場で広げるための連携。 

・技術連携パートナー:実証事業の共同実施などを通し

て技術の高度化に繋がる連携。 
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G-Able Public Company Limited.  

所在地:Bangkok 都 

URL:https://www.g-able.com/  

設立:1989 年 

資本金:707.50MTHB 売上:4,993MTHB 

【事業内容・特徴】 

30 年以上の歴史を有する IT

サービス企業。金融機関、教育

機関、通信企業などを対象にサイバーセキュリティ対策、

IT システム構築、データ分析、アプリケーション開発、クラ

ウドサービスなどを多く提供した実績あり。グローバルな IT

ベンダーとのネットワークも豊富。 

【ビジネスマッチングニーズ】 

・製造業向け DX、IoT サービス開発のパートナー:事業

領域拡大の一環で製造業向け IT サービスの開発を検

討中。IT 化ニーズのある製造業や製造プロセスを要件定

義できるコンサルティング企業との連携を希望。 

 

BANPU NEXT Co., Ltd.  

所在地:Bangkok 都 

URL:https://www.banpunext.co.th/ 

設立:2020 年 

資本金:11,559MTHB 売上:102MTHB 

【事業内容・特徴】 

タイ大手エネルギー企業「BANPU」

傘下で再生可能エネルギー発電、EV による移動サービ

ス、蓄電システムの開発、エネルギー管理などスマートエネ

ルギーソリューション全般を担当。日本を含む海外でもメガ

ソーラー発電を運営中。関連事業を担う SU や日本での

再生可能エネルギー事業などへの投資、タイでの PPA 事

業（工場等の屋根へ太陽光発電導入）も積極的。 

【ビジネスマッチングニーズ】 

・スマートエネルギー技術:発電、蓄電、エネルギーマネジ

メントなどで優れた技術を有する企業や投資対象 SU。 

・太陽光発電事業の拡大:日本でのメガソーラー運営、

タイ国内で PPA 導入に興味がある企業。 

 


