
 株式会社日本クラウドキャピタル（本社：東京都品川区、代表：柴原 祐喜／大浦 学）が運営する、株式投資型クラ
ウドファンディング「FUNDINNO（ファンディーノ）」において、2017年11月28日時点で、累計資金調達額が3.5億
円を突破し、これまでに投資した投資家人数が延べ2,325人を超えたことをお知らせいたします。 
 

  FUNDINNO ：https://fundinno.com/ 
 

 国内初の株式投資型クラウドファンディングとして2017年4月にサービスを開始した「FUNDINNO」は、これまでに
累計12社のプロジェクトを掲載し、ベンチャー企業の資金調達をサポートしてまいりました。第11号案件である次世代
プッシュ通知解析ツールを展開する株式会社ブレスサービスは、上限応募額に設定された3,800万円をFUNDINNO史上
最速となる時間（数十分）で達成し、案件への注目度が感じられます。 

株式投資型クラウドファンディング「ＦＵＮＤＩＮＮＯ」での 
累計投資申込み総額が3.5億円を突破 

2017年11月30日 

株式会社日本クラウドキャピタル 

http://www.cloud-capital.co.jp/ 

報道関係者各位 
 

Press Release 

ご注意：本報道発表文は、FUNDINNOのサービスによる案件成立を一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目
的として作成されたものではありません。 

No 企業名とプロジェクト概要 会社設立月 
資金調達 
開始月 

達成額 

1 
Bank Invoice株式会社 
「FinTech最前線！！！ 経理業務の95％の削減を目指す！」 
https://fundinno.com/projects/1 

平成27年4月 2017年4月 ¥14,600,000 

2 
株式会社ＪＡＭ 
「世界74億人をクリエーターに」 
https://fundinno.com/projects/2 

平成19年7月 2017年6月 ¥30,700,000 

3 
株式会社オールユアーズ 
「服の常識を破壊し、再定義する。」 
https://fundinno.com/projects/3 

平成27年7月 2017年8月 ¥32,375,000 

4 
ＡｕＢ株式会社 
「アスリート特有の腸内フローラ"アスリート菌"で世界を健康に」 
https://fundinno.com/projects/4 

平成27年10月 2017年8月 ¥34,300,000 

5 
株式会社MOSO Mafia 
「起業のコストを『０』にして、起業が当たり前の世界を。」 
https://fundinno.com/projects/5 

 
平成27年8月 

 

 
2017年9月 

 
¥33,810,000 

6 
株式会社SKR 
「海外で話題のIoT商品を国内で流通させる！」 
https://fundinno.com/projects/6 

平成26年7月 2017年9月 ¥33,800,000 

7 
株式会社アイ・エム・ユー 
「豊かなファッションを楽しめる社会を創る」 
https://fundinno.com/projects/7 

平成23年9月 2017年10月 ¥33,000,000 

8 
株式会社コラボプラネット 
「地方で生まれる「教育の機会格差」を解消」 
https://fundinno.com/projects/8 

 
平成25年8月 

 

 
2017年10月 

 
¥22,800,000 

9 
株式会社ONE ACT 
「エンジニアの為のソースコード取引所『piece(ピース)』」 
https://fundinno.com/projects/9 

 
平成25年10月 

 
2017年10月 ¥29,750,000 

10 
株式会社Mealthy 
「HealthTech 日常の食事だけで誰もが病気にならない世界を創る」 
https://fundinno.com/projects/10 

 
平成26年11月 

 
2017年10月 ¥29,120,000 

11 
株式会社ブレスサービス 
「次世代プッシュ通知解析ツール『CORE INTELLIGENCE』」 
https://fundinno.com/projects/11 

 
平成22年6月 

 

 
2017年11月 

 
¥38,000,000 

12 
株式会社マザープラス 
「ママの知恵を収集し、ビッグデータを用いて企業を活性化！」 
https://fundinno.com/projects/12 

 
平成20年5月 

 

 
2017年11月 

 
¥25,000,000 

～募集開始後短時間で3,800万円を達成する企業も登場～ 
ベンチャー企業の新たな資金調達方法が今、多くの投資家から注目されています 
 

これまでにFUNDINNOで資金調達を実施した12社一覧 

1/3 

https://fundinno.com/
http://www.cloud-capital.co.jp/
http://www.cloud-capital.co.jp/
http://www.cloud-capital.co.jp/
https://fundinno.com/projects/1
https://fundinno.com/projects/5
https://fundinno.com/projects/3
https://fundinno.com/projects/4
https://fundinno.com/projects/5
https://fundinno.com/projects/6
https://fundinno.com/projects/7
https://fundinno.com/projects/8
https://fundinno.com/projects/9
https://fundinno.com/projects/10
https://fundinno.com/projects/11
https://fundinno.com/projects/12


2/3 

ご注意：本報道発表文は、FUNDINNOのサービスを一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成さ
れたものではありません。 

806 

798 

694 

687 

617 

545 

487 

461 

445 

423 

416 

408 

405 

404 

381 

331 

303 

293 

281 

238 

218 

171 

119 

118 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

AI

IT

IoT

FinTech

投資 

商品開発 

農業 

宇宙 

医療・製薬 

飲食 

教育 

社会貢献 

スポーツ 

地域活性 

ゲーム 

映画 

音楽 

アニメ・映画 

ファッション 

アート 

お笑い 

出版 

演劇 

コスメ 

FUNDINNOに登録している投資家の傾向（2017年3月調査） 

興味のある分野は「AI」がトップ 

資産状況は1,000～2,999万円が最多 
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年齢層は30代が最多 

 当社では「FUNDINNO」に登録している投資家へアンケートを実施いたしました。興味のある分野は「AI」がトップ

で、様々な分野に興味を持たれていることが分かります。資産状況は1,000万円～2,999万円と答えたユーザーが最多

で、年齢層としては30代が多い傾向にあります。（当データは個別アンケートによるもので、FUNDINNOの投資家審

査時の取得データとは関係がございません。） 

Q.あなたが投資対象として興味ある分野をお答えください。（複数回答方式） 

Q.あなたの資産状況をお教えください。 
（単一回答方式） 

Q.あなたの年代をお教えください。 
（単一回答方式） 

FUNDINNOで資金調達を希望する企業様へ 

 株式投資型クラウドファンディングは、海外では一般的な資金調達手段として確立されていますが、日本ではス

タートしたばかりのクラウドファンディングです。株式投資型クラウドファンディングのリーディングカンパニーと

して、当社では投資家保護と業界の健全な成長を最優先に考え、掲載企業の事前審査を厳密に実施させていただいて

おります。現在、多くの企業から資金調達に向けた審査依頼をいただいておりますが、審査から掲載までお時間をい

ただくことをご了承くださいませ。 
 

投資家の方へ 

 FUNDINNOでは投資家保護として、財務状況やビジネスモデル審査などの企業審査を厳密に実施しております。

これまでエンジェル投資家やベンチャーキャピタル、金融機関等からの紹介も多く、案件化まで結びついております

が、今後も様々な成長可能性の高い企業を選抜してご紹介してまいりますのでご期待ください。 
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株式投資型クラウドファンディング 「FUNDINNO」とは 
 FUNDINNOは「株式投資型」のクラウドファンディングサービス
です。投資リターンとして商品やサービスが手に入る従来の“購入
型”のクラウドファンディングと異なり、資金を集めたい企業が非上
場株式を発行することにより、インターネットを通じて日本中の投
資家から少額ずつ資金を集めることのできる新しい資金調達の手段
です。 
 

 投資家は企業から株式を引き受けることで、投資先企業の株主と
なることができます。投資先企業が将来的に株式を上場し、株価が
上昇した場合にキャピタルゲインを得ることができる他、M＆A等
によって株式価値が上昇する可能性もあります。また、投資先企業
が配当や株主優待をしている場合にはそれを受けとることができま
す。 
 その反面、投資家が取得する店頭有価証券（非上場株式）は、取
引の参考となる気配及び相場は存在せず、換金性が著しく劣りま
す。投資家が取得される店頭有価証券（非上場株式）の価値が消失
する等、その価値が大きく失われるリスクがあります。 
 
 資金調達を行う企業は、当社が厳正な審査を行ったうえでサイト
上へ掲載いたします。今後は、情報交換や情報共有のハブとしても
ご活用いただけますよう、投資家同士の交流機能も追加する予定で
す。 
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投資家登録 
＜無料＞ 

FUNDINNO上で 
企業を選択 

投資の申込 
申込金額の振込 

株主登録 
プロジェクト 

成立 

投資家登録からプロジェクト申込・株主登録までの流れ 

ご注意：本報道発表文は、FUNDINNOのサービスを一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成さ
れたものではありません。 

【会社概要】 
会社名 株式会社日本クラウドキャピタル 
代表 柴原 祐喜／大浦 学 
資本金 243,150,100円(別途資本準備金：27,950,000円)（2017年11月30日現在） 
設立 2015年11月26日 
所在地 〒141-0022 東京都品川区東五反田5-25-18                     
電話番号 03-6721-6691 
FAX番号 03-6721-6692 
URL http://cloud-capital.co.jp/ 
 
＜手数料等及びリスク情報について＞ 
当社のサービスにおける取扱商品の手数料及びリスク等は、当社のホームページで表示しております「重要事項説明
書（http://cloud-capital.co.jp/disclosure.pdf）」の内容と、プロジェクト毎の契約締結前交付書面の内容をご確認
ください。投資にあたっては、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。 
 

株式会社日本クラウドキャピタル 
第一種少額電子募集取扱業者 関東財務局長 (金商) 第2957号 
加入協会：日本証券業協会 

＜投資家登録に関して＞ 
 投資家がFUNDINNOで投資を行うには、投資家としての登録が必要となります。登録のための費用はかかりません。 
 ●投資家登録ページ（登録無料）：https://fundinno.com/users/sign_up 
 
＜企業の資金募集に関して＞ 
 企業がFUNDINNOで資金調達を行うには、企業としての登録・審査が必要となります。 
 ●企業登録ページ：https://fundinno.com/users/sign_up 
 

【報道関係者からのお問い合わせ先】 
株式会社日本クラウドキャピタル 担当：加賀谷 
電話：03-6721-6691 FAX：03-6721-6692 

E-mail：info@cloud-capital.co.jp 
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