
未公開企業　企業情報　サンプル

企業情報レコー
ドタイプ

未公開企業 区分 未公開企業 株主の状況 企業ID 企業名 設立年月日 JVR Industry Internet Business Model カレントクラスター システムタグ タグ

未公開企業 調査継続 VCあり; 事業会社あり A-01329 株式会社あああああ 2005/5/24 3.1 コンピューター - ソフトウェア ビジネスサービス

未公開企業 調査継続 VC不明; 事業会社あり A-04251 いいいいい株式会社 2006/5/25 3.2 コンピューター - ITサービス ビジネスサービス
情報解析サービス/ビッ

グデータ, 人工知能

人工知能, 情報解析サービス/

ビッグデータ, データマイニン

グ, ビッグデータ, ディープラー

ニング, テキストマイニング

人工知能, AI, ビッグデータ, テキスト

マイニング, ディープラーニング, マッ

チングエンジン, FinTech, フィンテッ

ク, xTech

未公開企業 調査継続 VCあり A-11272 ううううロボット株式会社 2007/5/26 3.1 コンピューター - ソフトウェア ソフトウェア/データベース セキュリティ

セキュリティ, 認証システム, 生

体認証, 指紋認証, 静脈認証,

掌紋認証

生体認証,指紋認証,静脈認証,掌紋

認証, 個人認証

未公開企業 調査継続
VCなし; 事業会社あり; 公的機関

資金支援あり
A-02608 株式会社えええええ 2003/5/27 3.1 コンピューター - ソフトウェア ソフトウェア/データベース 自動翻訳,企業向け翻訳システム

未公開企業 調査継続 VCあり; 事業会社あり A-02634 株式会社おおおおおお 2004/5/28 11. ビジネスサービス N/A

未公開企業 調査継続 VC不明; 事業会社あり A-02896 株式会社かかかかか 2003/5/29 3.2 コンピューター - ITサービス ビジネスサービス ロボット, 人工知能 ロボット, 人工知能
顔認証,人工知能,AI,ロボット,ロボット

アプリ開発

未公開企業 調査継続 VCあり; 事業会社あり A-03103 株式会社ききき 2005/5/30 6.2 医療・ヘルスケア - ICT ビジネスサービス HealthTech
HealthTech, 医療関連サービ

ス

未公開企業 調査終了(解散) VCあり; 事業会社あり A-02089 株式会社くくくく 2006/5/31 9. 消費者向けサービス・販売 N/A

未公開企業 調査終了(吸収合併) VCあり A-02058 けけけけ株式会社 2000/6/1 5.1 バイオテクノロジー N/A 創薬

未公開企業 調査終了(事業譲渡により会社解散) VCなし; 事業会社あり A-02524 株式会社じじじ 2008/6/2 3.2 コンピューター - ITサービス ビジネスサービス

未公開企業 調査終了(消滅) VCあり A-02645 株式会社ささささ 2005/6/3 11. ビジネスサービス Eコマース

未公開企業 調査終了(上場企業の子会社化) VC不明; 事業会社あり A-03508 にににに株式会社 2007/6/4 11. ビジネスサービス ビジネスサービス

未公開企業 調査対象外(上場企業の完全子会社) A-03870 株式会社ぶぶぶぶ 2010/6/5 N/A
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ＶＢ発生 大学発(大学名)
調達額累計

(千円)

Last

Valuation

Date

Fully

Diluted

Latest

Valuation

事業内容 Web サイト
未公開企業

〒
未公開企業 住所

未公開企業 代

表取締役

338,600

Web2.0及びAjax関連ソフトウェア製品の開発・販

売、コンサルティング・受託開発、レベニューシェア
型サービス事業2008.2.22 http://www.sample1.jp/

170-0013 東京都豊島区東池袋2-22-2 山田　渉

132,850 2015/10/19 306,000

・企業向けメタデータ活用コンサルティング、エン
タープライズのサービス化支援コンサルティング ・

マッシュアップ支援サービス「API比較・マッチン

グ」やIE8の「アクセラレータ」用アドオンソフト

「5W1H Mextractr」http://www.mextractr.net/

の無償公開など Twitterアカウントに向けた対話 http://www.sample2.jp/

113-0033 東京都文京区本郷3-33-3 佐藤　直之

300,000 2015/12/18 930,000

専用装置を使用せずに、スマートフォンなどのカメ
ラで、静脈と掌紋を同時に抽出して手のひら静脈
から認証可能なハイブリッド型の個人認証ソフトウ
エアの開発 音声により飲酒状態の検知するソフト

ウェアの開発 (2008/08現在 特許出願中) 画像認
http://www.sample3.jp/

103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町1-11-1 田中　英

60,000

①音声認識、翻訳技術のライセンス ②携帯電話

向けコンテンツサイトの運営 自然なタイミングと感

性で応答する使いやすい音声対話サービスの開
http://www.sample4.jp/

210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子4-4 山本　明弘

530,285
貸し会議室・オフィス事業や、貸会議室運営受託
業務（集客・集金代行・清掃管理業務）、商業ビル
空間有効活用に関する企画提案 http://www.sample5.jp/

162-0844 東京都新宿区市谷八幡町1番地 鈴木　貴輝

143,740
システムコンサルティング、システムインテグレー
ション、開発のアウトソーシング ロボット関連事

業、ペッパーなどの人型ロボットを操作するアプリ http://www.sample6.jp/
160-0022 東京都新宿区新宿5-55 酒井　庸介

90,000
インターネットを利用した医療関連サービスの提
供 http://www.sample7.jp/

600-8009
京都府京都市下京区四条通室町東
入函谷鉾町11番地

上原　勝

644,000 ICカードを使ったマーケティングサービス
http://www.sample8.jp/

150-0001 東京都渋谷区神宮前5-55 大久保　義夫

地方発; 大学発
国公立大学(その

他)
1,997,320

加齢黄斑変性等後眼部に係る治療薬の研究開発

オランダの眼科手術用医薬品・医療機器大手ドル
クと共同開発し、同社を通じて販売承認を取得し
た眼科手術用薬剤の販売を欧州で開始 http://www.sample9.jp/

811-0215 福岡県福岡市東区高見台651 小玉　忠尚

100,150 e-マーケティング事業、モバイル事業
http://www.sample10.jp/

106-0044 東京都港区東麻布7-7-7 松田 祐也

218,080

WEB総合卸売市場『仕入.com』運営 総合卸売商

社 WEBコンテンツ企画運営 商業施設プロデュー

ス 販売代理店業務 コンテンツ制作請負 B2Cサイ
http://www.sample11.jp/

231-0033 神奈川県横浜市中区長者町8-8-8 川上　健太

490,000
・ポイント交換 ・コンテンツ販売の決済代行サービ

ス ・広告・アフィリエイト事業 http://www.sample12.jp/
101-0052 東京都千代田区神田小川町9-9-9 木村　康之

50,000
・コンピュータソフトウェア及び周辺機器の企画・
開発・販売 ・業務用遊戯機器の企画・開発・販売

・遊戯場の企画及び運営等 http://www.sample13.jp/
106-0032 東京都港区六本木10-1 木下　権
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