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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
【【連結子会社連結子会社】】

セグメント： インターネット関連

設立： 2000年11月

出資比率： NA  45%出資比率： NA  45%

URL： http://www.altovision.co.jp
代表者： 椎葉 宏

事業内容： 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・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
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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。



データセクション株式会社データセクション株式会社
【【連結子会社連結子会社】】

セグメント： インターネット関連

設立： 2000年7月

出資比率： NA  53%出資比率： NA  53%

URL： http://www.datasection.co.jp

代表者： 池上 俊介代表者 池 俊介

事業内容： 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識 、知識を知恵 変えて く技術を
有する。
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株式会社株式会社RSSRSS広告社広告社
【【連結子会社連結子会社】】

セグメント： インターネット関連

設立： 2005年4月

出資比率： NA  63%出資比率： NA  63%

URL： http://www.rssad.jp

代表者： 田中 弦代表者 田中 弦

事業内容： 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、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。
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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
【【連結子会社連結子会社】】

セグメント： インターネット関連

設立： 2006年4月

出資比率： NA  66%出資比率： NA  66%

URL： http://www.tilefile.co.jp

代表者： 矢野 晃一代表者 矢野 晃

事業内容： 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「ティラ」の運
営。

「ティラ」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。
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株式会社株式会社TAGGYTAGGY
【【連結子会社連結子会社】】

セグメント： インターネット関連

設立： 2006年9月

出資比率： NA  84%出資比率： NA  84%

URL： http://taggy.jp

代表者： 石上 裕代表者 石 裕

事業内容： 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。
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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
【【持分法適用関連会社持分法適用関連会社】】

セグメント： インターネット関連

設立： 2003年6月

出資比率： NA  25 6%出資比率： NA  25.6%

URL： http://www.lifebalance.co.jp

代表者： 渡部 卓代表者 渡部 卓

事業内容： 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
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改
善のための集合研修・コンサルティン
グ業務を行う。



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
【【持分法適用関連会社持分法適用関連会社】】

セグメント： インターネット関連

設立： 2002年7月

出資比率： NA  37%出資比率： NA  37%

URL： http://www.fujisan.co.jp

代表者： 西野 伸一郎代表者 西野 伸 郎

事業内容： 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、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。
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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
【【連結子会社連結子会社】】

セグメント： ファイナンス・インキュベーション

設立： 2002年2月

出資比率： NCP 100%出資比率： NCP 100%

URL： http://office.crosscoop.net

代表者： 金子 陽三代表者 金子 陽

事業内容： 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最大の特徴は、 ミ ティの 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ド を組織的 乗り越えて行く
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。
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ている。



株式会社リンクス株式会社リンクス
【【連結子会社連結子会社】】

セグメント： ファイナンス・インキュベーション

設立： 2000年6月

出資比率： NCP  100%出資比率： NCP  100%

URL： http://links-inc.jp

代表者： 石津 直彦代表者 石津 直彦

事業内容： 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、

10

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。



株式会社ジョブウェブ株式会社ジョブウェブ
【【連結子会社連結子会社】】

セグメント： ファイナンス・インキュベーション

設立： 1999年10月

出資比率： NCP  51%出資比率： NCP  51%

URL： https://www.jobweb.ne.jp

代表者： 佐藤 孝治代表者 佐藤 孝治

事業内容： 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たオ ラ のサ 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
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す 機会、企業 採用活動 貢献
きる機会を提供している。



未来予想株式会社未来予想株式会社
【【連結子会社連結子会社】】

セグメント： ファイナンス・インキュベーション

設立： 2006年10月

出資比率： NCP 43 1%出資比率： NCP 43.1%

URL： http://miraiz.co.jp

代表者： 矢田 峰之代表者 矢田 峰之

事業内容： 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、以下４サ 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・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
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株式会社トレンドアクセス株式会社トレンドアクセス
【【連結子会社連結子会社】】

セグメント： ファイナンス・インキュベーション

設立： 2007年1月

出資比率： NCP 100 0%出資比率： NCP 100.0%

URL： http://itnp.net/

代表者： 松本 英一代表者 松本 英

事業内容： ・新聞媒体「東京IT新聞」の企画・制
作・発行

・インターネットサイト「東京IT新聞」」
の企画・制作・運営

・広告、宣伝ならびに各種販売促進
に関する企画・制作及び代理業

・イベント セミナ カンファレンスの・イベント、セミナー、カンファレンスの
企画・立案・運営及び開催

・各種出版物の企画、制作、発行な
らびに販売
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アットプレス株式会社アットプレス株式会社
【【連結子会社連結子会社】】

セグメント： ファイナンス・インキュベーション

設立： 2007年3月

出資比率： NCP 95 0%出資比率： NCP 95.0%

URL： http://www.atpress.ne.jp/ 

代表者： 松本 英一代表者 松本 英

事業内容： PR・IR支援事業
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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（（NCP上海）上海）
【【連結子会社連結子会社】】

セグメント： ファイナンス・インキュベーション

設立： 2006年9月

出資比率： NCP 100 0%出資比率： NCP 100.0%

URL： N/A.

代表者： 河合 博之（江 博）代表者 河合 博之（江 博）

事業内容： 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。
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株式会社マルチリンガルアウトソーシング株式会社マルチリンガルアウトソーシング
【【持分法適用関連会社持分法適用関連会社】】

セグメント： ファイナンス・インキュベーション

設立： 2004年11月

出資比率： NCP 22 7%出資比率： NCP 22.7%

URL： http://mo1.jp/

代表者： 石倉 良和代表者 石倉 良和

事業内容： 日本初のBPO（ビジネスプロセスア
ウトソーシング）、サービス業に特化し
たオフショアリング専門商社で下記サ
ービスを提供。

1. HTMLコーディング
2. 画像切り抜き
3. 翻訳
オ イ 通訳4. オンライン通訳

5. 多言語データ入力
6. 多言語ビジネスマッチングサイトの運営
7. 建築関連のCG,動画、パース
8  中国進出サポート
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8. 中国進出サポート
9. 中国市場調査
10. システム受託開発



韋伯庫魯信息技術有限公司韋伯庫魯信息技術有限公司（ネットエイジテクノロジーズ上海）（ネットエイジテクノロジーズ上海）

【【持分法適用関連会社持分法適用関連会社】】

セグメント： ファイナンス・インキュベーション

設立： 2005年 2月

出資比率： NCP  33 4%出資比率： NCP  33.4%

URL： http://www.natec.cn

代表者： 真崎 英彦代表者 真崎 英彦

事業内容： 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シ アを感じさ な 顧客サポ ト
力も兼ね備えている。
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