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会社概要

商号

設立

資本金

上場市場

本社所在地

従業員

事業内容

フリービット株式会社（FreeBit Co., Ltd.）

2000年5月1日（決算日4月30日）

45億14百万円（2019年4月30日現在）

東京証券取引所市場第一部

東京都渋谷区円山町3-6 E・スペースタワー

単体：237名 / 連結：1,266名（2019年4月30日現在）

インターネット接続事業者へのインフラ等提供事業
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
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フリービットの歩み

Being The NET Frontier! ～Internetを広げ、社会に貢献する～

インターネットを
広げる

インターネットを
もっと広げる

インターネットの
活用を提案する

ISPローミング事業

ISP’s ISP

一家に一本の時代

Internet

MVNE事業
クラウド事業

「IT×●●」で
インターネット
の活用方法を
提案していく

Internet

一人一本の時代
オンプレ→クラウドの時代

アドテク
不動産
テック

ヘルス
テック

エドテック
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フリービットグループの紹介

アドテクノロジー
事業クラウド事業

ブロードバンド
事業

モバイル事業 エドテック
事業

インベストメント
事業

ヘルステック
事業

ｖ

不動産テック事業

フリービットグループは、フリービット株式会社をヘッドクォーターとして、
ITに関わる幅広い分野に事業を展開しております。

2020年6月現在
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コロナウィルスで見えてきたテレワークの重要性

対面を控える 移動を控える 出社を控える

東京圏・名古屋圏・大阪圏を中心に、
行動が制限されることにより、勤務形態を変える必要性。

テレワークで業務継続可能な業種に関しては、半ば強制的に
テレワークへ移行
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テレワーク環境の整備

モバイルワーク

時・場所を選ばずに仕事が
可能な状態とするもの

在宅勤務

自宅を就業場所とするもの

モバイルワークや在宅勤務の環境を手軽に整備する方法

↓
モバイルルーターの配布
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モバイル配布の課題

社内ネットワークへのアクセス環境が
整わない

想定より多く容量を消費しており
コストがかさむ

ネットワークのセキュリティが
担保出来ない
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フリービットクラウドセキュリティSIMとは

法人向けに特化した高度なセキュリティ機能と安定性を兼ね備えた
モバイル通信サービスです。

WEBフィルタリングを
標準搭載

ファイアウォールによる
アクセス先制限

社内へのVPNアクセス

12
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サービス構成図

Internet

フリービットデータセンター

・Internet通信のフィルタリング

・アクセス先の制御

お客様拠点

お客様ルータ
ファイルサーバ

業務システム

勤怠システム

IPsec VPN

ダイレクトコネクトSecurity 
Gateway

社内システム VDI 一般的なサイト
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Internet通信のフィルタリング（標準機能）

カテゴリ 具体的なフィルタリング例

違法性・犯罪性の高いサイト

・ドラッグ(薬物乱用) ・ハッキング・不正アクセス
・人種差別(人種主義と差別) ・児童虐待
・明らかな暴力 ・違法・非倫理的
・軍事・テロと過激論者(過激派グループ)

アダルト/成人コンテンツ
・その他のアダルトマテリアル ・カルト・オカルト
・ギャンブル ・ヌード
・ポルノ ・出会い
・大麻(マリファナ)

帯域を消費しやすいサイト
・P2Pファイル共有 ・ストリーミングメディア
・ファイル共有/ファイルストレージ
・フリーウェア/ソフトウェアダウンロード

セキュリティ上問題のあるサイト
（自動適用）

・スパイウェア/マルウェア
・スパムURL
・フィッシング(詐欺)

一般的な趣味・関心

・Webチャット ・Webメール
・インスタントメッセージング ・ゲーム
・コンテンツサーバ ・ショッピング/オークション
・個人サイト・ブログ ・個人情報
・芸術とエンターテインメント

チェックをつけるだけでWEBフィルタリング設定が可能！
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実際にブロックされる時の表示
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利用シーン

■YouTubeなどの帯域を消費しやすいサイトへのアクセスを
不可とし、少ない容量で運用したい

■テレワークの際に、セキュリティの担保されたNWを用意したい

Internet

（例）
以下の項目をアクセス不可

・セキュリティ上問題のあるサイト
・帯域を消費しやすいサイト
・犯罪性のあるサイト

Security 
Gateway
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社内へのVPNアクセス（オプション）

クラウドGWとお客様拠点間でIPsec VPNを構築します。
SIMの通信をクラウドGWに集約し、VPNトンネルへルーティングすることで、

外出先からの社内アクセス環境を実現します。

お客様拠点

IPsec VPN
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利用シーン

172.29.×.2

172.29.×.1

172.29.×.3

172.29.×.4

・
・
・

お客様拠点

IPsec VPN

Internet

自宅から社内のファイルサーバーにアクセスできる
環境を用意したい
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アクセス先の制御（オプション）

ファイアウォールにより、通信のアクセス先を制限することが可能です。
接続先を業務上必要なアクセス先（社内システム/VDI等）へ

限定する事により、より高いセキュリティを実現することができます。

本サービス導入端末
（外出先など）

クラウド
ファイアウォール

•許可・拒否の指定可能
•IPアドレスまたはFQDNで宛先指定可能

（ワイルドカード指定不可、FQDNとグローバルIPが1対1であること）

•5箇所の宛先指定が可能
•お客様が利用するSIMセグメントにポリシー適用
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利用シーン

アクセス先を社内システムのみに制限したい

172.29.×.2

172.29.×.1

172.29.×.3

172.29.×.4

・
・
・

お客様拠点

IPsec VPN

Internet
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販売価格

プラン名 初期費用 月額費用

通常

1GBプラン

¥5,000/枚

¥1,000 

3GBプラン ¥2,000 

5GBプラン ¥3,000 

7GBプラン ¥3,800 

10GBプラン ¥4,500 

25GBプラン ¥6,000 

30GBプラン ¥6,500 

IoT向け

500MB ¥800 

上り10GB ¥2,500 

上り50GB ¥5,000 

上りダブル無制限 ¥9,800 

速度上限200k/20MB ¥198

速度上限200kbps ¥420 

速度上限300kbps ¥3,500 

速度上限500kbps ¥5,500 

各SIMプランの販売価格について
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販売価格

オプション価格について

※各プラン及びオプションの月額費用はSIM1枚単位で発生致します。
※SIMは最低利用期間1年となります。（利用期間内の解約時は残期間分の一括支払い）
※解約時は、SIMの返却が必要となります。

プラン名 初期費用 月額費用

Wi-Fiルータ ¥23,280 -

据え置き型ルータ ¥33,600 -

グローバルIP割当てオプション - ¥500/IP

VPNオプション

¥30,000

¥500/枚

閉域アクセスオプション ¥100/枚

アクセス制限オプション ¥100/枚



まとめ
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社内アクセスデータの浪費セキュリティ

WEBフィルタリング アクセス先制限 VPNアクセス

セキュリティを担保しながら
手軽にテレワーク環境を用意



My VPNインスタントテレワーク

24
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MyVPNで実現するインスタントテレワークとは

USBキー1本で自宅PCがオフィスPCに変わる！
簡単操作で誰でもすぐにテレワークが可能です。

専門知識不要最短3分で設定完了
USBタイプなら

インストールも不要 新たな機器は不要

自宅 オフィスPC

自宅から
オフィスPCを操作可能！
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利用イメージ

ソフトウェア

or

拠点A

拠点システム
本社

インターネット

VPN

社内セキュリティポリシーで
インターネットにも接続可能

社内NW

ソフトウェア

ローカル
接続

社内システム

リモートデスクトップ
USB

自宅、外出先

USBを挿すだけでオフィスPCに簡単リモートアクセス！
セキュリティ対策も万全な即席テレワークツールを安価に提供します。



料金

クライアント種別 初期費用 月額費用

15,000円 1,500円
※初月無料

8,000円 1,500円
※初月無料

ソフトウェア クライアント

USBキー クライアント

ご注文は以下のいずれかの組み合わせで承ります。

 USBクライアント×1 ＆ ソフトウエアクライアント×1
 ソフトウエアクライアント×1 ＆ ソフトウエアクライアント×1
 USBクライアント×1 ＆ USBクライアント×1

フィルタ機能作業費用：10,000円/1作業

27



28

お問い合わせ先

フリービット株式会社 インフラ事業本部 法人営業部
E-Mail：fbc-biz@freebit.net

freebit cloud セキュリティSIM サービスページ
https://cloud.freebit.com/sim/

仕様・価格等、サービスに関するお問い合わせは
下記窓口までお願いいたします。

株式会社OPENスクエア 営業担当
E-Mail：sales_os@opensquare.co.jp
TEL：03-6413-1840
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