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（ 2019 年 4月30日現在）

Capitalization

4,514 Million YEN (as of April 30, 2019)

東京証券取引所市場第一部

Listing

単体：237 名／連結：1,266 名

Number of
Employees

Non-consolidated basis: 237 (as of April 30, 2019)
Consolidated basis: 1,226 (as of April 30, 2019)

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 ）

（ 2019 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

株式会社ソフトボランチ
株式会社ギガテック

株式会社フルスピードリンク
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.
For Members Co.Ltd.
Kaigosapuri Inc.
Fanside Inc.
Soft Volante
GIGA TECH CO.,LTD
FullSpeedLink Inc.
SYNX Inc.

fb202001

Being The NET Frontier!
I n t e r n e t を ひ ろ げ 、社 会 に 貢 献 す る

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
を企業理念に掲げています。
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
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、
「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。
FreeBit, an Internet business support company, strongly promotes its
customers’ business using groundbreaking Internet technology.
It develops unrivaled, breakthrough network services by combining
state-of-the-art technology, some of which patented, with marketing

ヘルステック事業
HealthTech Business
薬局や介護施設向けに、ITソリューションサービスを提供して
います。また、個人向けに「電子お薬手帳アプリ」や調剤薬局
予約サービスも提供しています。
We provide dispensing pharmacies and nursing care facilities with
IT solutions. We also provide a medication notebook application
and dispensing pharmacy reservation service to consumers.

efforts that foresee the needs of the market.

アドテク事業
AdTech Business

不動産テック事業

独自開発のマーケティングプラットフォームを活か
したインターネット広告ソリューションサービスや、

Real-EstateTech Business

アフィリエイト広告サービスを提供しています。

集合住宅向けに、ネットワークインフラや住宅

We provide Internet-based advertising services and
a ffi l i a t e a d v e r t i s i n g s e r v i c e s , u t i l i z i n g t h e u n i q u e
marketing platform.

ソリューションサービスを提供しています。また、
不動産仲介をはじめとした不動産関連サービス
も提供しています。
We provide multiple dwelling houses with network
infrastructure services, home IoT (Internet of Things)
solutions and real estate-related services such as real
estate brokerage, etc.

インフラテック事業
InfraTech Business
法人及び個人向けに、固定通信網やIP通信網、モバイル
通信網によるネットワークインフラサービスや情報通信
ソリューションサービスを提供しています。
We provide network infrastructure services and informationcommunication services utilizing fixed communication network,
IP communication network and mobile communication network
to corporations and consumers.

エドテック事業
EdTech Business
法人、個人及び教育機関向けに、語学研修や語学書籍、語学eラーニング
をはじめとした語学に関わる教育総合サービスを提供しています。
We provide a total language education solution such as language training, books and
e-learning system, etc. to corporations, consumers and educational institutions.

