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平成 21年２月 16日 

報道関係各位 

東京都目黒区上目黒二丁目１番１号中目黒ＧＴタワー20階 

ｎｇｉ ｇｒｏｕｐ株式会社 

代表執行役社長 金子 陽三 

                       （コード番号：２４９７ 東証マザーズ） 

 

 

日本初となる個人投資家向け「農業ファンド」の募集開始 

～ミュージックセキュリティーズ株式会社に対する出資について～ 

 

 

当社は、当社が運営する「ngi ベンチャーコミュニティ・ファンド 2号投資事業有限責

任組合」において、ミュージックセキュリティーズ株式会社（本社：東京都千代田区、代

表取締役：小松 真実、以下 MS社）の実施する第三者割当増資を引き受けましたのでお知

らせいたします。 

 

 MS社は、ファンドを通じて、リスナーとアーティストを繋ぎ、エンターテイメント制作

を支援するといった音楽に関わる権利を中心とした知的財産を証券化するサービスを提供

や飲食店や日本酒などを応援するために個人の出資金等を募るといった証券化業務を行っ

ております。 

 

この度、平成 21年 2月 16日（月）より、個人投資家向け投資ファンドのプラットフォ

ームサービス「セキュリテ」を提供します。「セキュリテ」は、これまでＭＳ社が主体とな

り行ってきた投資ファンド事業の手法を外部の事業者に提供することで、より多くの分野

において、生活者が大切に思うもの・共感できるものを守り、未来を作っていくための事

業に、直接投資を通じて参加できる環境を実現していくことを目的としています。 

 そして、同日より「セキュリテ」利用事業者の第一弾として、米の生産、農産物加工・

販売を行う株式会社ぶった農産（代表取締役：佛田利弘、本社：石川県石川郡、以下「ぶ

った農産」）が、個人が小口で農業者に直接出資できる日本初の農業ファンドの募集を開始

します。 

 

一方当社では、投資対象企業のステージや事業目的に応じた複数のファンドを組成、運

用しており、特にシードステージからアーリーステージ企業への投資を強みとしておりま

す。成長性の高い起業家を発掘し、企業の成長を促す事業計画や資本政策を起業家と共に

立案し、投資を行っております。 アーリーステージの企業への出資実績としては平成 18
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年 9月に東京証券取引所マザーズ市場に上場した株式会社ミクシィ（本社：東京都渋谷区、

代表取締役社長：笠原 健治、証券コード：2121）が一例としてありますが、今後も大き

く成長が見込まれる企業や起業家を発掘し、積極的な投資と支援を行ってまいります。 

 

■ミュージックセキュリティーズ株式会社の概要（平成 21年 2月 16 日現在） 

(1)商    号 ミュージックセキュリティーズ株式会社 

(2)主な事業内容 (1)証券化事業：音楽ファンド、レストランファンド、

純米酒ファンド、農業ファンドの支援（今後は、マ

イクロファイナンスファンド、林業再生ファンド、

街づくりファンドなどを予定） 

(2)音楽事業：音楽レーベル、アーティストマネジメン

ト、携帯音楽配信サイトの運営、著作権管理・音楽

出版業務など 

(3)設立年月日 平成 13年年 11月 26日 

(4)本店所在地 東京都千代田区丸の内一丁目 1番地 3号 

(5)代 表 者 代表取締役社長 小松 真実 

(6)資 本 の 額 1億 7,260万 5,300円 

 

■ngi group会社概要（平成 20年 9月 30日現在）  

(1)商    号 ngi group株式会社 

(2)主な事業内容 (1)インターネット関連事業  

(2)インベストメント＆インキュベーション事業 

(3)その他（3Dインターネット／アジア）事業 

(3)設立年月日 平成 10年 2月 20日 

(4)本店所在地 東京都港区赤坂 2-17-22 赤坂ツインタワー本館 10F 

(5)代 表 者 代表執行役社長 金子 陽三 

(6)資 本 の 額 18億 2,409万 4,000円 

 

 

■本リリースに関するお問い合わせ  

 

ngi group株式会社 広報・IR室  

Tel:03-5725-4802 Email： ngi-ir@ngigroup.com 

 

ミュージックセキュリティーズ株式会社 担当：猪尾  

Tel：03-5948-7301 Email: info@musicsecurities.com 

  

（参考）MS社「セキュリテ」サービスに関してのニュースリリースを添付いたします。 
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楽曲をはじめ、飲食店や酒蔵などの投資ファンドを組成・運営するミュージックセキュリティーズ株式会社（代表取

締役：小松真実、本社：東京都千代田区、以下「ＭＳ社」）は、2月16日（月）より、個人投資家向け投資ファンドのプ

ラットフォームサービス「セキュリテ」を提供します。これまでＭＳ社が主体となり行ってきた投資ファンド事業の手法

を外部の事業者に提供することで、より多くの分野において、生活者が大切に思うもの・共感できるものを守り、未

来を作っていくための事業に、直接投資を通じて参加できる環境が実現できます。

そして、今回、「セキュリテ」利用事業者の第一弾として、米の生産、農産物加工・販売を行う株式会社ぶった農産

（代表取締役：佛田利弘、本社：石川県石川郡、以下「ぶった農産」）が、個人が小口で農業者に直接出資できる日

本初の農業ファンドを募集します。また、今後は他の農業者にも拡大し、継続的に展開していく予定です。

「セキュリテ」では、今後、農業のほか、林業、畜産業などの第一次産業、日本が世界に誇るものづくりの地場産

業、発展途上国におけるマイクロファイナンス事業などの事業者と連携し、ファンド組成を現在準備中です。

生活者は、「セキュリテ」を通じて1口1万～5万円などの小額の資金を出資することで、金融資産を増やすためだ

けではなく、大切に思うもの・共感できるもの守り、未来をつくるための事業に直接出資し、事業・未来つくりに参加

することが可能となります。

「セキュリテ」を利用する事業者は、ＭＳ社が築いた個人向け小額投資ファンドの手法と個人投資家の会員ネット

ワークを活用して、事業者自身でファンドをつくることができます。生活者に対して実績や想いを訴え、共感を得るこ

とができれば、インターネットを通じて一人ひとりの投資家から、小額の投資でリスクを限定させた形で、事業単位の

資金を集めることが可能です。これまでの、土地などの不動産を担保にした借入や、株式の市場公開などに加わる

新しい資金調達手段となります。

ＭＳ社は、第2種金融商品取引業者の第三者的な中立な立場として、ファンドの組成・販売・運営の専門業務を担

うことで、小額のお金でも出資を通じて、事業・未来つくりに参加したいと願う生活者と、持続的な成長のために資金

を必要とする事業者をつないで参ります。

音楽ファンドや純米酒ファンドを運営するミュージックセキュリティーズ、

日本初となる個人投資家向け投資ファンドのプラットフォームサービス「セキュリテ」を提供開始

～生活者が大切なものを応援する投資環境が、より多くの分野で実現可能に～

第一弾は、日本初の個人投資家向け・農業者による「農業ファンド」

2009/2/16

ミュージックセキュリティーズ株式会社
株式会社ぶった農産

【 「セキュリテ」 について】

【 「農業ファンド」 について】

ファンド名 ぶった農産特別栽培米コシヒカリ2009ファンド

ファンド目的 ① 「食の安心・安全」に基づく生活者と農業、農業者との信頼関係作り・ファン作り

②農業者の事業リスクを分散する新しい資金調達

ファンド営業者 株式会社ぶった農産 （石川県石川郡）

リスク 元本が減じるリスク、期間中転売できないリスク、営業者の倒産リスク等

契約・出資金 取扱 ミュージックセキュリティーズ株式会社 （第2種金融商品取引業者）

ファンド総額（最大）、1口価格 1090万円、1口5万円（上限10万円）

スケジュール 募集：2009年2月16日～3月31日、償還：2010年9月30日

ファンド特徴 ・資金使途：約10ヘクタール分のコシヒカリ生産のための肥料・苗・人件費代等。

・分配：ファンド対象区域のコメの売上に応じて、一定割合を出資者に金銭分配。

元本を下回る販売量だった場合は、損失額相当の現物（コメ）で分配。

出資者特典 ・1口あたり1.5kgのコメ送付

・田植え（5月）・収穫（9月）への参加 （1泊2日、旅費は出資者負担）

・ぶった農産 特別栽培米コシヒカリの購入時10％の割引購入（上限1口5万円まで）



【株式会社ぶった農産 会社概要】

【ファンド募集用コミュニティWEBサイトイメージ】
http://www.tsunagaru-shokuno.jp

【セキュリテ WEBサイトイメージ】
http://www.securite.jp

会社名 株式会社ぶった農産

所在地 石川県石川郡野々市町上林2丁目162番地1

設立日 昭和63年3月1日 （平成13年3月1日株式会社へ組織変更）

資本金 1,000万円 （平成20年9月30日現在）

代表者 代表取締役 佛田利弘

事業内容 水稲・野菜等の栽培、水稲の農作業請負、農産加工・販売（漬物他）、その他付随する事業

主要株主 佛田孝治、佛田利弘、佛田弘子

営業所 石川県石川郡野々市町上林2丁目162番地1

電話番号 076-248-0760

【本プレスリリースに関するお問合せ】

ミュージックセキュリティーズ株式会社
担当／猪尾愛隆 （いのお よしたか）
TEL：03-5948-7301 info@musicsecurities.com

株式会社ぶった農産
担当／佛田利弘 （ぶった としひろ）
TEL：076-248-0760 toshihiro@butta.co.jp
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会社名 ミュージックセキュリティーズ株式会社

所在地 東京都千代田区丸の内一丁目1番地3号

設立日 2001年11月26日

資本金 1億7,260万5,300円 （2009年2月16日現在）

代表者 代表取締役 小松真実

事業内容
証券化事業：音楽ファンド、レストランファンド、純米酒ファンド、農業ファンドの支援
（今後は、マイクロファイナンスファンド、林業再生ファンド、街づくりファンドなどを予定）
音楽事業：音楽レーベル、アーティストマネジメント、携帯音楽配信サイトの運営など

登録会員数 音楽、レストラン、純米酒 合計約2万人

主要株主
小松真実、東京海上キャピタル株式会社、ウィルキャピタルマネジメント株式会社、

住友商事株式会社、明治キャピタル株式会社ほか

営業所 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング10F

電話番号 03-5948-7301

ホームページ http://www.musicsecurities.com/

【ミュージックセキュリティーズ株式会社 会社概要】

●音楽ファンド実績

ファンド名 TRF1 TRF2 TRF3 SaltOwnersClub

ファンド総額 4300万円 3,940万円 1,420万円 2億円

1口価格 50万円 5万円 5万円 100万円

投資対象レストラン
赤坂 鉄板焼き

MADOy

鶏料理 匠 dining 

軍鶏郭 茶寮
ワインバー

モダンオーストラリ
アン料理

資金使途 レストラン開業資金

ファンド募集期間 2006年4月～5月 2006年9月～12月 2007年4月～9月 2008年3月～9月末

営業開始日 2006年9月 2007年8月 2007年10月 2007年10月

運用期間 5年間 3年間 5年間 5年間

申込方法 TokyoRestaurantFund WEBサイト http://www.restaurantfund.co.jp

●全量純米酒ファンド実績

●レストランファンド実績

ファンド数（償還済数） 52本 （32本）

1口価格 1,000円～10万円

資金使途 音楽CD・DVDの制作費、製造費、販促費

取引レーベル、事務所 EMI、ビクターエンタテインメント、テイチクエンタテインメント、アミューズ等多数

申込方法 ミュージックセキュリティーズWEBサイト http://www.musicsecurities.com

ファンド名 神亀ひこ孫ファンド 秋鹿ファンド 全量純米蔵ファンド2008 奥播磨ファンド

ファンド総額 1,060万円 560万円 3335万円 660万円

1口価格 5万円 5万円 5万円（上限10万円） 5万円（上限10万円）

投資対象酒蔵 埻玉県 神亀酒造 大阪 秋鹿酒造 全国11の酒蔵 兵庫 下村酒造店

資金使途 純米酒製造用の米購入費等

ファンド募集期間 2007/9 2007/12 2008/9～11 2008/12

運用期間 4年間 5年間 3年間 3年間

申込方法 全量純米蔵を目指す会WEBサイト http://www.zenryojunmaikura.jp


