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インドの中小企業向け決済サービス最大手の Instamojo に出資
～ インドのフィンテック領域への投資を加速 ～
株式会社ドリームインキュベータ（以下、DI）は、インドの中小企業向け決済サービス
最大手の Instamojo Inc.（以下、Instamojo）への投資を行ったことをお知らせします。
インドでは、政府の政策（高額紙幣廃止等）・スマートフォンの急激な普及・通信料の
低下により電子決済（=非現金決済）の普及が進んでいます*。
これまで現金決済がほとんどであった中小企業にも電子決済は普及しつつあり、電子
決済を行う中小企業の数は数年後に現在の 10 倍に増大すると見込まれています。
Instamojo は中小企業向け市場に特化・先行しており、今後の急激な市場拡大とともに
事業を大きく成長させる可能性があります。
DI は、インドにおいて、フィンテックを含むテクノロジー領域への投資を今後も継続し
ていきます。
* 電子決済比率が、2010 年 11%、2015 年 22％、2020 年 40％に上昇するとの予測あり。

■Instamojo 社について
（https://www.instamojo.com/）
中小企業向け電子決済プラットフォームを提供する最大手。
DI との共同出資実績があるインド VC（Kalaari Capital・Blume Ventures）も出資。
■株式会社ドリームインキュベータ（DI）について
（http://www.dreamincubator.co.jp/）
戦略コンサルティングやビジネスプロデュース支援サービス等のプロフェッショナル・
サービス及び、グループ会社への事業投資、ベンチャー企業への営業投資を通じ
て、新たな事業や産業の創造・成長支援を行う「The Business Producing Company」。
＜ご参考： DI のインド投資実績＞
・2016 年 2 月

インド VC の Blume Ventures（ブルーム）のファンドへの出資

・2017 年 1 月

インドのモバイルゲーム最大手 99Games への出資

・2017 年 10 月

インド有数ブロックチェーン技術・ビットコイン企業 Unocoin Technologies への出資

【お問い合わせ先】 株式会社ドリームインキュベータ
インド駐在員事務所代表/マネージャー 江藤 宗彦 ／
TEL:03–5532–3200 / info@dreamincubator.co.jp

（広報）堀場 利穂
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Investment in Instamojo, India’s Largest Payment Service
Targeting SMEs
— Accelerating investment in India’s fintech sector —

Dream Incubator Inc. (hereinafter “DI”), announced its investment in Instamojo Inc.
(hereinafter “Instamojo”), India’s largest payment service targeting small and medium-sized
enterprises (SMEs).
In India, the use of electronic payment services is growing* due to government policies
(including the discontinuation of large-denomination currency notes), rapid growth in the
popularity of smartphones and reduced telecom rates.
SMEs, which have typically relied almost entirely on cash payments, are turning more and
more to electronic payment, with a tenfold increase in the number of SMEs using electronic
payment expected over the next few years.
Instamojo is a frontrunner of electronic payment services that specifically target SMEs and
has the opportunity to expand its operations as the market continues its rapid growth.
DI plans to continue investing in the Indian technology sector, including fintech.
* Ratio of electronic payment: 11% in 2010  22% in 2015  40% in 2020

■ About Instamojo

(https://www.instamojo.com/)

India’s largest electronic payment platform targeting SMEs.
Indian VCs (Kalaari Capital and Blume Ventures), with whom DI has co-invested previously, are
also investees in Instamojo.
■About Dream Incubator Inc. (http://www.dreamincubator.co.jp/entop)
Dream Incubator Inc. (TYO: 4310), “the Business Producing Company”, is a
strategic consulting and business development firm primarily for corporate clients
and governmental institutions. Dream Incubator provides both capital and
professional services to next-generation companies to support their growth and
expansion, while also operating their own businesses.
< Reference: DI’s past investments in India >


February 2016

Investment in Indian VC firm - Blume Ventures’ fund



January 2017

Investment in India’s Leading Mobile Gaming Company - 99Games



October 2017

Investment in India’s Leading Bitcoin Company, Unocoin Technologies

【Contact】

Dream Incubator Inc.

TEL: 81-3–5532–3200 / info@dreamincubator.co.jp

