Company Overview
会社名

フリービット株式会社（ FreeBit Co., Ltd. ）

Name

FreeBit Co., Ltd.

URL

https://freebit.com/

URL

https://freebit.com/en/

代表者

代表取締役社長

President

Nobuaki Tanaka

設立

2000 年 5月1日（決算日4月30日）

Established

May 1, 2000 (settlement of accounts on April 30)

本社所在地

東京都渋谷区円山町 3-6 E・スペースタワー

Head Office

E-Space Tower, 3-6 Maruyamacho, Shibuya-ku, Tokyo

電話番号

03  5459  0522（代表）

Tel

＋81-3-5459-0522

資本金

45 億 14 百万円（ 2018 年 4月30日現在）

Capitalization

4,514 Million YEN (as of April 30, 2018)

東京証券取引所市場第一部

Listing

単体：242 名／連結：989 名

Number of
Employees

Non-consolidated basis: 242 (as of April 30, 2018)
Consolidated basis: 989 (as of April 30, 2018)

インターネット接続事業者へのインフラ等提供事業

Business Overview

Network Business for Interent Service Providers
MVNE Business、Clouds Business and Health Tech Business
Network Consulting Business

Board of Directors

Atsuki Ishida (Representative Director and Chairman)
Nobuaki Tanaka (Representative Director and President)
Takashi Shimizu (Director and Executive Vice President)
Nobuyuki Idei (Outside Director)
Kazumasa Yoshida (Outside Director)
Kiyokazu Nagai
Shuichi Shino
Katsuyuki Yamaguchi
Hiroaki Yatabori

上場市場

従業員数

事業内容

田中

伸明

（証券コード：3843 ）

（ 2018 年 4月30日現在）

MVNE 事業、クラウド事業及びヘルステック事業

インターネットビジネスに関するコンサルティング事業
役員

代表取締役会長

田中 伸明

社外取締役

出井 伸之

社外監査役

永井 清一（常勤）

取締役副社長
社外取締役
監査役

社外監査役
社外監査役
グループ企業

石田 宏樹

代表取締役社長

清水 高

吉田 和正

篠 秀一（常勤）

山口 勝之

矢田堀 浩明

株式会社フルスピード

株式会社ギガプライズ
株式会社アルク

株式会社ドリーム・トレイン・インターネット
株式会社フォーイット

フリービットインベストメント株式会社

株式会社フリービットEPARK ヘルスケア
株式会社ベッコアメ・インターネット

フリービットスマートワークス株式会社
株式会社クライド

株式会社医療情報基盤

株式会社フォーメンバーズ
株式会社介護サプリ

株式会社ファンサイド
株式会社ギガテック

株式会社ソフトボランチ

トーンモバイル株式会社
株式会社シンクス

Audit & Supervisory
Board Members

Group Companies

The First Section of the Tokyo Stock Exchange
（Securities Code : 3843）

Full Speed Inc.
GIGAPRIZE CO.,LTD.
ALC PRESS INC.
DREAM TRAIN INTERNET INC.
For it Inc.
freebit investment inc.
FreeBit EPARK Health Care, Inc.
BEKKOAME INTERNET. INC
FreeBit Smart Works,inc
CRAID Inc.
Medip inc.
For Members Co.Ltd.
Kaigosapuri Inc.
Fanside Inc.
GIGA TECH CO.,LTD
Soft Volante
Tone mobile inc.
SYNX Inc.
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Being The NET Frontier!
I n t e r n e t を ひ ろ げ 、社 会 に 貢 献 す る

ヘルステック事業
HealthTech Business

フリービットグループでは、インターネットをひろげ社会に貢献すること

薬局向けITソリューション事業を提供しています。あわせて、フリービットグループの有する特許技

を企業理念に掲げています。

術やインターネットインフラ、マーケティングノウハウなどを活用したヘルスケア関連サービスの

特許取得技術を含む最先端のテクノロジーと、市場のニーズを先取りする

開発を行っています。

マーケティングを組み合わせて独自のネットワークサービスを展開し、

We provide IT solutions to drug stores. In addition,we develop healthcare-related services that make use of
patented technologies, the Internet infrastructure and marketing know-how owned by the FreeBit Group.

「I T時 代 の も の づ く り 」をキ ー ワ ー ド に 新 た な 価 値 を 創 造 す る ソ リ ュ ー
ションを提供しています。

モバイル事業

FreeBit, an Internet business support company, strongly promotes its
customers’ business using groundbreaking Internet technology.

Mobile Business

It develops unrivaled, breakthrough network services by combining
state-of-the-art technology, some of which patented, with marketing

MVNE（仮想移動体サービス提供者）として、MVNO（仮想移

efforts that foresee the needs of the market.

動体通信事業者）向けの導入支援パッケージを提供するとと
もに、MVNOとしても事業を展開し、個人のお客様へ高速モ
バイル通信サービスを提供しています。
As a MVNE (Mobile Virtual Network Enabler), we provide an implementation
support package for MVNOs (Mobile Virtual Network Operators). We
also operate as a MVNO and provide high-speed mobile communication
services to individual consumers.

クラウド事業
アドテクノロジー事業

Cloud Business
パブリッククラウドやプライベートクラウド、そし

Ad Technology Business

てその両方を組み合わせたハイブリッドクラウドな

独自開発のマーケティングプラットフォームを

ど幅広いクラウドサービスを提供しています。

活かしたインターネット広告ソリューション

We provide a wide range of cloud services including public
clouds, private clouds, and hybrid clouds combining the
two.

サービスや、アフィリエイト広告サービスを提供
しています。
We provide Internet-based advertising services and
affiliate advertising services,utilizing the unique marketing
platform.

ブロードバンド事業
Broadband Business
ISP（インターネット・サービス・プロバイダー）やマン

エドテック事業

ション向けに、インターネットのバックボーンから運

EdTech Business

用代行までをソリューションとして提供しています。
また個人のお客様向けにも、固定回線によるインター
ネット接続サービスなどを提供しています。
We provide ISPs (Internet Service Providers) and condominium
buildings with solutions that cover from the Internet backbone
to delegated operations management. We also provide individual
consumers with landline Internet connection and other services.

個人に加え、企業や公共機関、教育機関、研究機関等に対し、他社にはない優良な語学教育
コンテンツを、インターネットやAIをはじめとした当社グループのICT（情報通信技術）を
最大限に活かして語学教育に関するトータルソリューションを提供しています。
We are fully leveraging our group's Information and Communications Technology (ICT) such as the Internet
and AI to provide a total language education solution made up of excellent
language learning content not offered by other
companies to corporations, public institutions,
educational institutions, research institutions,
etc. in addition to individuals.

