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Web1.0 Web2.0

Internet

Mobile

Beyond

B　to　C

～単一方向受動的サービス～

P　to　P

～双方向能動的サービス～

One　to　N

～多方向自動的サービス～

Intelligent　Service

Autonomic　Computing

Community　Service

CGM（Consumer　Generated　Media）

Web　Service　/Software

Electric　Commerce

Web2.0 and BeyondWeb2.0 and Beyond
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米国の代表事例米国の代表事例 当社ポートフォリオ当社ポートフォリオ

動画・写真
共有

ソーシャル
ネットワーク

ソーシャルニュース
ブックマーク

タグ検索

株式会社タイルファイル

Web2.0 and Beyond Web2.0 and Beyond ①①

ウノウ株式会社

株式会社ミクシィ

株式会社Ａｎｙ

株式会社ネットエイジ

株式会社ＴＡＧＧＹ

YouTube

Flickr

MySpace

Friendster

digg

del.icio.us

Technorati

TagFetch.com
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Web2.0 and Beyond Web2.0 and Beyond ②②

米国の代表事例米国の代表事例 当社ポートフォリオ当社ポートフォリオ

ブログ

ロングテール
ブログ広告

フィードリーダー

ポッドキャスト

フィードパス株式会社

株式会社ＲＳＳ広告社

フィードパス株式会社

株式会社ネットエイジ

株式会社エニグモ

株式会社オトバンク

Six Apart

google

bloglines

Podfeed.net
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Web2.0 and Beyond Web2.0 and Beyond ③③

米国の代表事例米国の代表事例 当社ポートフォリオ当社ポートフォリオ

ＣＧＭ型ＥＣ

モバイル広告2.0

オープンソース

株式会社エニグモ

株式会社シリウス
テクノロジーズ

株式会社ロケーションバリュー

サーチテリア株式会社

株式会社ワイズノット

株式会社スマートスタイル

なし

なし

MySQL AB



グループカンパニーグループカンパニー
（完全子会社及び連結対象）（完全子会社及び連結対象）
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2005年4月設立：

インターネット上におけるコンテンツ
連動型広告配信サービス「Trend 
Match」の提供。

本サービスでは、RSSリーダ、ウェブ

サイト、ソフトウェア等、リスティング広
告よりもバラエティに富んだメディア
への広告配信が可能であり、また、
ブログに代表される小さなトレンドへ
リーチすることも可能である。

　

事業内容：

田中　弦代表者：

http://www.rssad.jpURL：

NA  63%出資比率：

インターネット関連セグメント：

株式会社株式会社RSSRSS広告社広告社
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株式会社タイルファイル株式会社タイルファイル

2006年4月設立：

映像共有を中心としたソーシャル・ネッ
トワーキング・サイト「TILA（ティラ）」

の運営。

「TILA」は、MIXIに代表される
SNSであるが、写真と動画を中心に

コミュニケーションを行えることが、他
にない特徴であるといえる。

事業内容：

矢野 晃一代表者：

http://www.tilefile.co.jpURL：

NA  65%出資比率：

インターネット関連セグメント：
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株式会社株式会社TAGGYTAGGY

2006年9月設立：

CGM（Consumer Generated 
Media ）に投稿されたあらゆる記

事（ニュース、ブログ、ブックマーク、
フォト、ビデオ、ポッドキャスト等）を、
「タグ情報」によって「探して、まとめ
て、シェアできる！」だけでなく、複数
サイトへの記事の一括投稿や管理
（近日公開予定）までも実現させた、
CGMのポータルサイトの運営を行っ

ている。

事業内容：

石上 裕代表者：

http://taggy.jpURL：

NA  84%出資比率：

インターネット関連セグメント：
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株式会社アルトビジョン株式会社アルトビジョン

2000年11月設立：

インターネットマーケティングに関する
ソリューションを提供。

　・メールマーケティング支援

　・メール配信システムの提供

　・オペレーション支援

　・コンテンツ製作支援

　・モバイルプロモーション支援

　・アクセス解析

インターネットマーケティングに関する
強力なソリューションを提供すること
で、企業と顧客とのコミュニケーショ
ンの強化を支援している。

事業内容：

椎葉 宏代表者：

http://www.altovision.co.jpURL：

NA  45%出資比率：

インターネット関連セグメント：
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データセクション株式会社データセクション株式会社

2000年7月設立：

大規模な文書集合を対象にテキスト
マイニングを実施する言語連想検索
エンジン「といえばサーバ」の提供を
行う。

「といえばサーバ」を使用したテキスト
マイニングに特化したシステムの開
発も行っており、データを情報に、情
報を知識に、知識を知恵に変えてい
く技術を有する。

事業内容：

池上 俊介代表者：

http://www.datasection.co.jpURL：

NA  53%出資比率：

インターネット関連セグメント：
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株式会社ルーピクスデザイン株式会社ルーピクスデザイン

2000年5月設立：

Web、Flash、DTP、広告、POP、

イラスト等、デザインを必要とするあ
らゆるもののデザイン・製作を行う。

『デザイン』とは、世の中の事象を、
「わかりやすくすること」、「使いやすく
すること」、「美しくすること」、そして
「楽しくすること」。そのデザインを使
用して、より複雑化・多様化していく
現代の企業や個人のコミュニケーショ
ン活動に好循環をもたらす事業を展
開している。

事業内容：

梅野　隆児代表者：

http://www.loopix.co.jpURL：

NA  100%出資比率：

インターネット関連セグメント：
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株式会社富士山マガジンサービス株式会社富士山マガジンサービス

2002年7月設立：

個人・法人向けに、日本初の雑誌・
定期購読専門サイト
「Fujisan.co.jp」を通じて、様々な

雑誌のワンストップショッピングを提
供している。

また、各出版社向けには、定期購読
誌を中心とした雑誌の販売支援から、
梱包・配送、顧客管理まで、様々な
定期購読業務をサポートを提供して
いる。

事業内容：

西野　伸一郎代表者：

http://www.fujisan.co.jpURL：

NA  37%出資比率：

インターネット関連セグメント：
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株式会社ライフバランスマネジメント株式会社ライフバランスマネジメント

2003年6月設立：

インターネットを活用したメンタルヘ
ルスとストレス耐性向上のためのワ
ンストップサービスMTOP(Mental 
Toughness Orientation 

Program)、オンラインで実施する

従業員のストレスチェックを行い、組
織のストレス状況を総合的に診断す
る分析ツールCAS（Cluster 
Analyzing System）の企業への

販売。

メンタルヘルスやコミュニケーション
改善のための集合研修・コンサルティ
ング業務を行う。

事業内容：

渡部　卓代表者：

http://www.lifebalance.co.jpURL：

NA  25.6%出資比率：

インターネット関連セグメント：
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株式会社アップステアーズ株式会社アップステアーズ

2002年2月設立：

インキュベーションオフィスの運営を
行う。（六本木、赤坂、本郷）

最大の特徴は、コミュニティのメンバー
であるベンチャー企業間での経営リ
ソースの共有、補完、そして協働であ
り、起業家の方々が直面するハード
ルを組織的に乗り越えて行くことを
実現していることである。

入居企業、卒業企業の中から、
NCPからの出資企業も多数生まれ

ている。

事業内容：

金子　陽三代表者：

http://office.crosscoop.netURL：

NCP 100%出資比率：

ファイナンス・インキュベーションセグメント：
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株式会社リンクス株式会社リンクス

2000年6月設立：

コンピュータシステムに関わる以下サー
ビスを提供。

　・コンサルティング

　・ウェブサイト構築

　・データベース構築

　・システム構築

　・ネットワーク構築・運用

　・ホスティング

サービスの企画段階から、顧客プロ
ジェクトに携わり、要件定義、開発、
運営までトータルにサポートすること
を得意としている。

事業内容：

石津 直彦代表者：

http://links-inc.jpURL：

NCP  100%出資比率：

ファイナンス・インキュベーションセグメント：
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株式会社ジョブウェブ株式会社ジョブウェブ

1999年10月設立：

就職コミュニティサイト「Jobweb」の

運営を軸に、就職と採用のあり方、
人と組織との関係を追及した各種サー
ビスを展開。

サイト運営の他に、イベント、キャリア
カウンセリング、転職支援サービスと
いったオフラインのサービスを保有す
ることにより、オンラインとオフライン
双方の情報提供とコミュニケーション
の場を提供し、学生と社会人が成長
する機会、企業の採用活動に貢献で
きる機会を提供している。

事業内容：

佐藤 孝治代表者：

https://www.jobweb.ne.jpURL：

NCP  40%出資比率：

ファイナンス・インキュベーションセグメント：
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上海網創投資諮詢有限公司上海網創投資諮詢有限公司

2006年9月設立：

中国市場におけるインターネットベン
チャー企業への投資、経営支援コン
サルティングといったインキュベーショ
ン事業を展開していく。

中国進出企業向けのコンサルティン
グや、日系企業による中国現地企業
のM&Aコンサルティング、新規事業

の立ち上げ支援など日系企業に限
らず中国企業も含めベンチャーを幅
広く支援していく。

事業内容：

河合　博之（江　博）代表者：

N/A.URL：

NCP 100.0%出資比率：

ファイナンス・インキュベーションセグメント：

（（ネットエイジキャピタルパートナーズ上海ネットエイジキャピタルパートナーズ上海））
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ネットエイジテクノロジーズ（上海）有限公司ネットエイジテクノロジーズ（上海）有限公司

2005年 2月設立：

中国オフショア開発というスタイルで、
高品質かつ低価格なオーダーメイド
システムの開発を行う。

ウェブデザインから、ウェブアプリケー
ション、業務アプリケーションといった
トータル的なシステム開発を行い、オ
フショアを感じさせない顧客サポート
力も兼ね備えている。

事業内容：

真崎　英彦代表者：

http://www.webcrew.cnURL：

NCP  26.7%出資比率：

ファイナンス・インキュベーションセグメント：

（旧：　ウェブクルー（旧：　ウェブクルーiTechiTech（（上海）有限公司）上海）有限公司）
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未来予想株式会社未来予想株式会社

2006年10月設立：

経営企画、管理部門支援を中心とし
た複合型経営支援サービスを提供。

以下４サービスを継続的に提供し、
企業が継続、成長、活用を恒久的に
スパイラルしていけるよう支援を行う。

　・経営メンテナンス事業

　・ファイナンスコーディネイト事業

　・システム開発事業

　・M&A、MBO、IPOコンサル

　　ティング事業

事業内容：

矢田 峰之代表者：

http://miraiz.co.jpURL：

NCP 43.1%出資比率：

ファイナンス・インキュベーションセグメント：



ポートフォリオカンパニーポートフォリオカンパニー
（（NCPNCP運用ファンド出資先）運用ファンド出資先）
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株式会社ミクシィ株式会社ミクシィ

1997年11月設立：

日本最大のSNS『mixi』とIT系求
人情報サイト『Find Job !』の運営。

mixiは、企画当初より、｢居心地の

良いサイト｣｢身近な人や、趣味・興
味が同じ人との交流｣をコンセプトに
開発が行われ、2004年2月開始後、
今では600万人以上のユーザーを抱

える。

Find Job !は、ITベンチャー企業を

中心に、未経験者向けからプロフェッ
ショナル向けまでの求人情報を扱う
日本最大級のIT系求人情報サイト。

事業内容：

笠原　健治代表者：

http://mixi.co.jpURL：

8.9%※出資比率：

※　2006年9月14日現在
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株式会社ネットマイル株式会社ネットマイル

2000年11月設立：

インターネット上の共通ポイントプロ
グラム『NetMile（ネットマイル）』事

業を展開。

2001年4月よりサービス開始。モバ

イルサービス「モバイル－ネットマイル」
は、2003年12月から開始。2006
年9月現在、加盟サイト1,023社、
会員口座数367万（PCとモバイル

合計）で、日本最大級のインターネッ
ト上の共通ポイントプログラム。

事業内容：

山本　雅代表者：

http://www.netmile.co.jpURL：

4.1%出資比率：
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株式会社サイバースター株式会社サイバースター

2001年1月設立：

美容・健康・癒しに特化した本当の
情報（目利き情報）をインターネットで
発信し、F1層（20代・30代の女性）

の快適な暮らしに役立つことを目的
に、iportal事業等を展開。

　2002年より展開している『ispot

（美容・健康・癒しのスポット検索サイ
ト）』は、全国で1500以上の店舗の
目利き情報を掲載し、50万人以上

の月間訪問者数を有する。

事業内容：

外囿　吉喜代表者：

http://www.cyberstar.co.jpURL：

9.5%出資比率：
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株式会社エニグモ株式会社エニグモ

2004年2月設立：

グローバル・ショッピング・コミュニティ
『バイマ』と口コミマーケティングサー
ビス『プレスブログ』を運営。

バイマは、一般ユーザーが買付け人
となって商品を店舗から調達し、購
入希望者に販売するECサイト。

プレスブログは、「ブロガー」に直接リー
チし、 特定の商品やサービスの情報

を流すだけでなく、「記事」としてブロ
グに取り上げてもらうことを可能にし
たサービス。

事業内容：

須田　将啓 ・田中禎人代表者：

http://www.enigmo.co.jpURL：

（非公開）出資比率：
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株式会社インフォテクト株式会社インフォテクト

2004年4月設立：

携帯電話のデータバックアップソリュー
ション『メモリーボックス』の企画、開
発、運用。メモリーボックスは、PCや

ケーブル等を用いず、自動的に携帯
電話のアドレス帳、画像等をバックアッ
プするサービス

加えて、モバイルコンテンツ事業とし
て、『自分レベルアップ！』といったサ
イトの企画、運営も行なっている。

事業内容：

生田　昇代表者：

http://www.infotect.co.jpURL：

22.1%出資比率：
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株式会社ロケーションバリュー株式会社ロケーションバリュー

2005年3月設立：

携帯電話端末と位置情報の組み合
わせたサービスを展開。その第一弾
となる『おてつだいネットワークス』は、
携帯電話端末とその位置情報
（GPS等）の組み合わせにより、遊

休労働力のリアルタイム取引市場を
形成し、「いま３時間だけ」といった予
見性のない不定期の労働力を、家庭
や企業が瞬間的に活用することを可
能にし、新しい労働形態を作り出す。

事業内容：

砂川　大代表者：

http://www.locationvalue.comURL：

16.8%出資比率：
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株式会社ウノウ株式会社ウノウ

2001年8月設立：

各種CGM系情報配信・共有、コミュ

ニティサービスの展開。

新作映画の公式サイト、懸賞情報、
紹介記事などを紹介し、作品ごとの
口コミ計版を設置している『映画生
活』。フォトアルバムとSNSを組み合

わせた『フォト蔵』。『映画生活』のモ
バイル版『シネマウォーカー』を展開中。

事業内容：

山田　進太郎代表者：

http://www.unoh.netURL：

11.5%出資比率：
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株式会社コーリング株式会社コーリング

2004年02月設立：

携帯向けショッピングサイト『プチバイ』
の運営。

主に20代の働く女性に向けて、ファッ
ション・コスメ・サプリないどTVや雑

誌で話題の人気アイテムの中から本
当に良いものだけを厳選セレクトし、
最大50%ポイントを消費者へ還元

でショッピングサイト。

事業内容：

半澤　修太郎代表者：

http://petit-buy.comURL：

6.5%出資比率：
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株式会社リアルワールド株式会社リアルワールド

2005年07月設立：

ネット上でのポイントやアフィリエイト
を中心とした事業展開を行なう。

ユーザーに現金価値のあるポイントを
付与するシステムの提供や各種ポイ
ントの相互互換サービスを行なう「ポ
イントバンク事業」、アフィリエイト(成
果報酬)を主軸とした「メディア事業」、

携帯でのアフィリエイト（成果報酬）を
主軸としたメディア運営を行なう「モ
バイル事業」を運営。

事業内容：

菊池　誠晃代表者：

http://www.realworld.jpURL：

2.1%出資比率：
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株式会社株式会社AnyAny

2005年03月設立：

日記機能、コミュニティ機能、フォト機
能、動画機能を持ち合わせたソーシャ
ルネットワーキングサイト『Any』の運
営。携帯版、PC版の両方にてサービ

スを展開。

コミュニティのメンバーに対して、プロ
モーションを実施したり商品を提供し
たい企業に対して、コミュニティサイト
の構築、顧客リサーチ、キャンペーン
企画、Eコマースの提供等を行う
CRMディベロップメント事業などを

中心に展開。

事業内容：

畑野　仁一代表者：

http://www.myany.jpURL：

7.6%出資比率：
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CCRCCRエンタテインメント株式会社エンタテインメント株式会社

2005年8月設立：

CCCコンテンツ企画グループが
MBO（営業譲渡）方式により設立し、

企画マーケティング事業を展開。

流通・店舗・売り場発想の
「CUSTOMER」マーケティングをベー

スとし、マーチャンダイジング（目利き）
する「CONCIERGE」と「RIGHTS

（知的財産）」の総合
「ENTERTAINMENT」メーカー機

能とコンサルティングサービス機能を
併設。

事業内容：

谷口　則之代表者：

http://www.ccre.co.jpURL：

11.4%出資比率：
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株式会社ワイズノット株式会社ワイズノット

2000年12月設立：

オープンソーステクノロジー（OSS）で
ビジネスソリューションを提供。6年前
よりOSSに経営資源を特化し、現在
ではOSSリーディングカンパニーとし
て3事業領域を展開。

OSS技術によるシステム、ネットワー

ク、デザインのインテグレーションサー
ビスを提供する「OSSソリューション
事業」。ASPを提供するビジネスポー

タルサイト及びフリーペーパー
「NEXTWISE」の自社メディアによ

る「クロスメディアソリューション事業」。
OSS技術者の教育と派遣を推進す
る「HRソリューション事業」。

事業内容：

嵐　保憲代表者：

http://www.wiseknot.co.jpURL：

3.7%出資比率：



35

サーチテリア株式会社サーチテリア株式会社

2004年01月設立：

2004年8月に日本で初めてモバイ

ル検索連動型広告サービスを開始し
て以来、費用対効果の高い広告プラッ
トフォーム事業を展開。

モバイルに特化した広告掲載ロジッ
クと広告配信ノウハウ、さらに広告
管理のリソースを軽減する独自管理
ツールにより、費用対効果の高いモ
バイル広告サービスとして多くの広告
主に提供する。

事業内容：

中橋 義博、滝田 秀樹

三浦 光、大森 拓也

代表者：

http://www.searchteria.co.jpURL：

5.13%出資比率：



36

LunascapeLunascape株式会社株式会社

2004年08月設立：

２００１年度の一般公開以降、５００
万ダウンロード以上の実績を誇る、世
界最高レベルの機能を持った国産次
世代ブラウザの開発。

初心者にも使いやすいインターフェー
スを持っていながらも世界最高峰の
機能性を備えている上、個々人の用
途に合わせて非常に柔軟にカスタマ
イズすることが可能。日本発のソフト
ウェアを世界に広めることを目指し、
多機能機能ウェブブラウザの開発・
提供を続ける。

事業内容：

近藤　秀和代表者：

http://www.lunascape.jpURL：

4.5%出資比率：



37

AuriQAuriQ((オーリックオーリック))

1996年11月設立：

独自ソリューションによるインターネッ
トマーケティング事業の展開。

「WEB アクセス解析ソリューション」
である『RTmetrics （RTメトリク
ス）』の開発・販売を行い、日米に
200 社以上のクライアントを持ち、

様々な業種における大手クライアン
トから高い評価を得る。

事業内容：

幾留　浩一郎代表者：

http://www.auriq.comURL：

6.5%出資比率：



38

株式会社オトバンク株式会社オトバンク

2004年12月設立：

東京大学発ベンチャーとして、ポッド
キャスティングなど、コンテンツプロバ
イダが保有するコンテンツを預かり、
それらを様々なメディアに配信する事
業を展開。

デジタル著作権管理システムとして、
音声コンテンツ１つ１つに異なる電
子透かしをリアルタイムに埋め込み、
配信する、世界で初めて実用化した
新しいＤＲＭシステムの開発する。

事業内容：

上田　渉代表者：

http://www.otobank.co.jpURL：

9.8%出資比率：



39

株式会社シリウステクノロジーズ株式会社シリウステクノロジーズ

2004年05月設立：

東京大学発ベンチャーとして位置連
動型SNSなど、エンターテイメント性
の高いSNSの提供や、携帯向けロ

ボット検索エンジンの運営開発、デー
ターセンター事業を展開。

位置情報連動型モバイル広告配信
サービス『シリウス　アドローカル』、Ｇ
ＰＳ情報連動型MoSoSo『アクティ
ボActivo.jp』、ソーシャルマップサー
ビス『Mapli』の運営開発を行なう。

事業内容：

宮澤　弘代表者：

http://www.cirius.co.jpURL：

2.2%出資比率：



40

フィードパス株式会社フィードパス株式会社

2005年04月設立：

ポータル機能とサーチ機能を備えた企
業向けのマルチアカウント・ブログツー
ル『blogengine』の提供。

feedpathのRSSリーダー機能に登
録したRSSやAtomなどのフィード情

報をカテゴリごと通知するアプリケーショ
ン『feedpathwidget』、ウェブ上か

らブログの記事投稿や管理が可能な
アプリケーションBlogエディタ等、法
人向け及び個人向けのWebアプリケー

ションの企画・開発および販売。

事業内容：

津幡　靖久代表者：

http://www.feedpath.co.jpURL：

34.96%出資比率：


