
www.ngigroup.com   1 

 

 

 

 

2008 年 2 月 20 日 
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ngi group 株式会社 

代表執行役社長 CEO 小池 聡 

（コード番号：２４９７ 東証マザーズ） 

 

未来予想、アットプレス、アップステアーズが相互提携し、 

「Venture  Valueup Solution Service」を開始 

～ベンチャーの企業価値向上に向けたトータルソリューションを提供～ 

 

当社の子会社である、ベンチャー企業に不足している CFO・経営企画室長の代行や経営企画・管理部門に

対する実務コンサルティングを提供する未来予想株式会社（本社：東京都中央区 代表取締役 CEO：矢田 峰

之 以下、未来予想）、企業の広報・IR 支援事業を行うアットプレス株式会社（本社：東京都目黒区 代表取

締役：杉本 太一朗 以下、アットプレス）、都内でインキュベーションオフィス「クロスコープ」を軸にした

レンタルオフィス事業を展開する株式会社アップステアーズ（所在地：東京都港区 代表取締役：金子 陽三 

以下、アップステアーズ）は、3 社の顧客に該当するベンチャー企業約 4,000 社に対し、創業から株式公開ま

での成長プロセスにおけるトータルソリューションを提供する企業価値向上サービス、「Venture  Valueup 

Solution Service」に着手いたしましたので、ご報告申し上げます。 

 

現在のベンチャー企業を取り囲む環境は、長引く株式市況の低迷、サブプライム問題などの影響により、経

営資源の調達が困難な状況にあり、厳しい経営環境に直面しております。その結果、多くのベンチャー企業は

秀逸でユニークなビジネスモデルを活かしきれずに成長の機会を失いつつあります。そのような環境のなか、

未来の日本経済を支える企業を支援することを標榜し、自身がベンチャー企業でありながらも、すでに多数の

導入実績を生み出している 3 社は、相互の顧客に対してサービスを複合的に提供する「Venture  Valueup 

Solution Service」を提供し、ベンチャーの企業価値向上を複合的に支援していくことで合意いたしました。 

■ 「Venture Valueup Solution Service」の主なメニュー 

サービス提供者 サービス内容 
Venture Valueup 

Solution Service 

未来予想 

・包括顧問サービス（管理部門の実務コンサルティング） 

・試算表と資金繰り表の作成代行サービス 

・契約書作成代行サービス 

・ASP システム「Mirai’z」（EIP プレジデントウェア） 

・事業計画作成サービス 

・各種 Valueup セミナーの開催 

・月額 420,000 円を 50％OFF 

・月額 157,500 円を 105,000 円 

・1 回 52,500 円を 50％OFF 

・月額 52,500 円を 31,500 円 

・1 回 630,000 円を 50％OFF 

・1 回 5,250 円を無料招待 

アットプレス 
・プレスリリース配信代行サービス 

・プレスリリース実務セミナーの開催 

・1 回 39,900 円を 10％OFF 

・1 回 5,250 円を無料招待 

アップステアーズ ・無料経営相談日の設置 ・無料 

※価格はすべて税込での表記です。 

※本サービス価格での提供は、3 社のサービスを受けている企業様に限らせて頂いております。 

 

3 社間で顧客基盤の共有化による営業コストの削減やセミナーをはじめとする販促活動の共同開催、グルー

プウェアなどのインフラの共有化を通じたコスト削減の取り組みにより、上記サービスを相互の顧客に対して

特別価格にて提供することが可能になりました。 

 

今後 3 社では、連携を強化することで更なる「Venture  Valueup Solution Service」のメニューを開発し、

より多くのベンチャー企業が効率的に成長できる環境を提供していきます。また、本サービスを用い、来年の

3 月までに 50 社への複合支援を目指してまいります。 

以上 
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■ 未来予想株式会社 会社概要 

(1) 商号   ： 未来予想株式会社 

(2) 代表者  ： 代表取締役 CEO 矢田 峰之 

(3) 本店所在地： 東京都中央区日本橋蛎殻町 1-36-7 蛎殻町千葉ビル 2F 

(4) 設立年月日： 2006 年 9 月 

(5) 事業内容 ： 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 

(6) 資本金  ： 5,800 万円 

(7) URL   ： http://www.miraiz.co.jp/ 

 
 

■ アットプレス株式会社 会社概要 

(1) 商号   ： アットプレス株式会社 

(2) 代表者  ： 代表取締役 杉本 太一朗 

(3) 本店所在地： 東京都目黒区上目黒 2-1-1 中目黒 GT タワー20F 

(4) 設立年月日： 2007 年 3 月 

(5) 事業内容 ： PR・IR 支援事業 

企業の広報活動の支援機能であるプレスリリース配信代行サービス「＠Press」を提供 

(6) 資本金  ： 2,000 万円 

(7) URL   ： http://www.atpress.ne.jp/ 

 
 

■ 株式会社アップステアーズ 会社概要 

(1) 商号   ： 株式会社アップステアーズ 

(2) 代表者  ： 代表取締役 金子 陽三 

(3) 本店所在地： 東京都港区赤坂 4-12-5 FAD 赤坂 20 ビル B2F 

(4) 設立年月日： 2002 年 2 月 

(5) 事業内容 ： インキュベーションコミュニティ「CROSS.COOP」の運営、 

インキュベーションオフィス「Corporative Office」の運営・管理 

(6) 資本金  ： 6,000 万円(資本準備金含む) 

(7) URL   ： http://www.crosscoop.com/ 

 
 

■ 本リリースに関するお問い合わせ 

未来予想株式会社 藤原 

E-mail： pr@miraiz.co.jp  Tel： 03-6667-5880 Fax： 03-6667-5883 

 

アットプレス株式会社 我如古 

E-mail： atpress@atpress.ne.jp  Tel： 03-5725-4766 Fax： 03-5725-4768 

 

株式会社アップステアーズ 山本 

E-mail： info@upstairs.jp  Tel： 03-5545-6616 Fax： 03-5545-6617 
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