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海外ロードショー資料公表の件 

 

 当社は、2019 年 10 月 14 日～16 日に、サンフランシスコ及びニューヨークにて機関投資家とのミーティングを行い

ますので、フェア・ディスクロージャー・ルールに則り、本ミーティングに使用いたします資料について、2019 年 7 月 30

日付にてお知らせしました「2019 年 9 月期第 3 四半期決算補足資料」の他に、別紙のとおり公表いたします。 

 

 今後も積極的に機関投資家の皆様とのミーティングを実施してまいります。 

 

以上 
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CONFIDENTIAL
ご留意事項

本資料の表示数値は金額に関しては切り捨て、パーセンテージ表示については四捨五入等、端数計算により行っているため、算式に基

づき算定される数値とその結果として記載される数値は必ずしも一致しない場合があります。

本資料に記載されている経営戦略、計画や見通し等は、過去の事実を除いて将来の予測であり、現時点において入手可能な情報や合理

的判断の根拠とする一定の前提条件に基づいており、実際の業績等は今後の様々な要因によって、これらの見通しとは大きく変動する

場合があります。

本資料に記載された内容は、事前の通知なくして変更されることがありますので、あらかじめご承知おきください。

また、掲載内容については、細心の注意を払っておりますが、掲載された情報の内容が正確であるかどうか、有用であるかどうか、更

新時期が適切であるか等について当社は一切保証するものではありません。また、掲載された情報の誤り等によって生じた損害等に関

しましては、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承ください。

本資料は、fabbit 株式会社および当社関係会社の事業の概要へのご理解をいただくために作成されたものであり、投資の勧誘または斡

旋を行うものではありません。

ご留意事項
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fabbit のご紹介
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Global gateway 意義と目的

業務内容

fabbitは、「AIによるビジネスマッチング」「スタートアップ企業の成長支

援」を行う企業です。また、年1,000回を超える勉強会やイベントなどを通

じてリアルな情報提供も実施しております。

現在、「会員数6,633人・45ヶ所の施設」を運営しておりますが、

今後は「会員数10万人・500ヶ所の施設」を目指します。

1. AIによるビジネスマッチング

2. スタートアップなど企業の成長支援（資金調達・経営支援・上場支援など）

3. 勉強会やイベントを通じたリアルな交流支援

4. クロスボーダー支援

5. コワーキング・レンタルオフィスの提供
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6,633 45 102,274 2,568

※2019年9月末時点。数字は累計、変更になる可能性があります。
・会員数･･･fabbit、Compass、及びグループ出資会社を含みます。
・拠点数･･･設計施工中を含みます。グループ出資先のWorkbarを含んでいます。
・マッチング件数（紹介）･･･会員同士の紹介件数累計です。各種イベントや懇親会などは、１出席者に２人を紹介にて算出しています。
・イベント開催（実績） ･･･fabbit、Compass、及びグループ出資する会社の実績累計です。大規模イベントから小規模イベントまで全てを含んでおります。
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特徴

1. AIによるビジネスマッチング

（会員情報・会員ニーズをAIで分析し、会員のマッチングを支援）

2. スタートアップなど企業の成長支援

（資金調達・経営支援・上場支援・会計支援・コスト削減支援・M&A支援・バイアウト支援など）

3. 勉強会やイベントを通じたリアルな交流支援

（年1,000回を超える勉強会やイベントを通じて会員のリアルマッチングを支援）

4. クロスボーダー支援

（企業のグローバル展開支援）

5. コワーキング・レンタルオフィスの提供

・大規模カンファレンス（国内外から著名な講師を招き、数千人単位のカンファレンスを開催）

・マンスリーカンファレンスの開催（上場企業社長セミナーやテーマ別講演会を毎月開催）

・起業家交流会・ネットワーキングパーティー（マッチングを希望する企業と交流会や懇親会を開催）

・ピッチコンテスト（スタートアップ企業の製品、ビジネスモデルを紹介）

・支援協議会の設置（スタートアップ等を支援する企業との情報交換を定期的に開催）

・実績ある経営者による段階的なMTG（入居者企業と定期的にマンツーマンミーティングを開催）

・金融機関・VC・クラウドファンディング紹介（金融機関の支援プログラムを情報発信）

・Design Lab・Creative Lab・Engineer Labの開催（定期勉強会を開催）

・メディアとの連携（入居者の販路拡大などに貢献するため、メディアを使った情報発信等を支援）

・オープンイノベーション（スタートアップ等と大手企業を結ぶオープンイノベーションを実施）
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AIによるビジネスマッチング スタートアップなど企業の成長支援 勉強会やイベントを通じたリアルな交流支援

クロスボーダー支援 コワーキング・レンタルオフィスの提供

※写真はイメージです
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施設紹介
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海外拠点

USA

Hawaii

PhilippinesHong Kong

Japan

※施設数は、直営・運営代行・共同経営・ＦＣ・出資先及び一部設計施工中を含む ※画像は一部イメージです

8

EU（2020年予定）
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CONFIDENTIALシェアリングエコノミー

"Otemachi" "ACROS Fukuoka"

"Osaka Honmachi" “San Francisco"

fabbit Global Gateway
"Otemachi"

fabbit Global Gateway
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官民共働型施設「Compass小倉」
（2018年6月～運営中）

地方自治体との連携

官民共働型施設「Fukuoka Growth Next」
（2017年4月～2019年3月）

東京都多摩ものづくり型創業支援施設整備補助事業

「fabbit 八王子」（2017年12月～運営中）

イノベーション拠点立地促進補助制度

「fabbit 神戸三宮」（2019年7月～）
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海外の政府または地方自治体との連携
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拠点紹介 １

：東京都千代田区大手町2-6-1 
朝日生命大手町ビル 2階
（東京駅直結、日本橋口徒歩1分）

：2018年9月8日

：固定席 135席（個室59部屋含む）
フリー席167席／貸会議室あり

：1580.4㎡

■住所

■開設

■席数

■面積

Global Gateway “Otemachi”
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拠点紹介 ２

：大阪府大阪市西区西本町 1-4-1
オリックス本町ビル４階
（地下鉄本町駅直結）

：2018年10月1日

：固定席 32席（個室９部屋含む）
フリー席 65席／貸会議室あり

：480.4㎡

■住所

■開設

■席数

■面積

Global Gateway “OsakaHonmachi”
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拠点紹介 ３

：福岡県福岡市中央区天神１丁目１−１
（天神地下街直結、天神駅16番徒歩5分）

：2018年12月7日

：固定席 28席（個室12部屋含む）
フリー席 100席／貸会議室あり

：455.34㎡

■住所

■開設

■席数

■面積

Global Gateway “ACROS Fukuoka”
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大手町

：東京都千代田区大手町2-6-1 
朝日生命大手町ビル 3階
（東京駅直結、日本橋口徒歩1分）

：2017年5月1日

：固定席 100席／フリー席 83席
貸会議室あり

：523.19㎡

■住所

■開設

■席数

■面積

青山

：東京都港区赤坂8-4-14
青山タワープレイス8F
（青山一丁目駅徒歩3分）

：2018年4月1日

：固定席 78席／フリー席 74席
貸会議室あり

：527.96㎡

■住所

■開設

■席数

■面積

銀座

：東京都中央区銀座1-15-4
銀座一丁目ビル 7F
（京橋・銀座一丁目・宝町駅5分以内）

：2017年10月1日
（2018年4月11日 リニューアル）

：固定席 38席／フリー席 46席
貸会議室あり

：291.52㎡

■住所

■開設

■席数

■面積

拠点紹介 ４
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日本橋 秋葉原

：東京都中央区日本橋本石町 2-1-1
アスパ日本橋オフィス
（東京駅・日本橋駅徒歩5分）

：2012年08月

：34室（完全個室）

■住所

■開設

■部屋数

：東京都台東区上野 3-2-2 アイオス秋葉原
（末広町駅より徒歩2分）

：42室（完全個室）

■住所

■部屋数

京橋

：東京都中央区京橋1-1-5
セントラルビル１・２階
（東京駅八重洲口徒歩4分）

：2017年10月1日

：固定席 66席／フリー席 56席
貸会議室あり

：332.59㎡

■住所

■開設

■席数

■面積

拠点紹介 ５
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八王子 栄 広島駅前

：東京都八王子市明神町3-20-5 エイトビル
（八王子駅徒歩5分）

：2017年12月1日

：固定席 27席／フリー席 31席
貸会議室、工作室あり

：225.57㎡

■住所

■開設

■席数

■面積

：愛知県名古屋市中区栄3-15-27
いちご栄ビル 9階
（栄駅徒歩3分・矢場町駅徒歩1分）

：2017年10月1日
（2018年4月2日リニューアル）

：固定席 50席／フリー席 46席
貸会議室、セミナールームあり

：421.66㎡

■住所

■開設

■席数

■面積

：広島県広島市南区京橋町1−7
アスティ広島京橋ビルディング1,2階
（広島駅徒歩5分、稲荷町駅徒歩3分）

：2017年12月1日

：個室 34室／フリー席 48席
貸会議室あり

：972.53㎡

■住所

■開設

■席数

■面積

東京都多摩ものづくり型創業支援施設整備補助事業

拠点紹介 ６
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大阪本町 新大阪 大阪福島

：大阪府大阪市西区西本町1-4-1
オリックス本町ビル4階
（地下鉄本町駅直結）

：2011年04月

：21室（完全個室）

：約1,000㎡

■住所

■開設

■部屋数

■面積

：大阪府大阪市淀川区西中島7-1-29
新大阪SONEビル4,5,6階
（新大阪駅徒歩5分）

：2005年7月

：26室（完全個室）

■住所

■開設

■部屋数

：大阪府大阪市福島区福島5-13-18
福島ビル ６,７階
（福島駅徒歩1分）

：2006年7月

：28室（完全個室）

■住所

■開設

■部屋数

拠点紹介 ７
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岡山問屋町 博多 北九州

：岡山県岡山市北区問屋町9-101
タイルビル3F

：2018年3月1日プレオープン

：個室 ８室／フリー席 24席

■住所

■開設

■席数

：福岡県福岡市博多区博多駅南 1-11-27
AS OFFICE 博多
（博多駅徒歩5分）

：2007年9月

：40室（完全個室）

■住所

■開設

■部屋数

：福岡県北九州市小倉北区浅野2ｰ14-3
あるある City２号館３階
（小倉駅徒歩3分）

：2014年4月1日

：個室 ４室／固定席 57席

■住所

■開設

■席数

拠点紹介 ８
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拠点紹介 ９

：福岡県北九州市小倉北区浅野3丁目8番1号
AIMビル6階
（小倉駅徒歩5分）

：2018年4月1日

：オフィス 20室／スモールオフィス 17室
会議室あり

■住所

■開設

■席数

官民共働型施設（指定管理者事業）
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拠点紹介 10

：26F Twenty-Four Seven McKinley, 
24th Street corner 7th Avenue, 
Bonifacio Global City
（マカティから約12分、アキノ国際空港から約15分）

：レンタルオフィス
シェアオフィス（1室）
貸会議室あり

■住所

■席種

Philippines
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WORKBAR SOMERVILLE -
UNION SQUARE

The Village Works

Fields Corner Business 
Lab

DCU Center of 
Excellence

WORKBAR ARLINGTON

WORKBAR NORWOOD

WORKBAR CAMBRIDGE -
CENTRAL SQUARE

WORKBAR BURIGHTON

ARLINGTONCAMBRIDGE SOMERVILLEBURIGHTON

NORWOOD Amherst Works

※Workbar ブランドはグループの投資先企業です。＊Partner Locationsを含みます。

拠点紹介 11

WORKBAR BOSTON -
BACK BAY

BACK BAY
WORKBAR BOSTON - South 

Station

SOUTH STATION

WORKBAR SALEM

SALEM Innovate Newport

WorkSpace@45 Groundwork Innovation Center
at Framingham State University

UMASS Lowell 
Innovation Hub

Work Station
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基本情報

※1・・・・fabbit、Compass、及びグループ出資会社を含みます。 ※2・・・施設数は一部設計施工中物件、グループ出資先のWorkbarを含む

社 名 fabbit株式会社

所 在 地
東京都千代田区大手町2-6-1
朝日生命大手町ビル3階

設 立 2017年4月3日

代 表 者 代表取締役社長 田中 保成

事業内容

・AIによるビジネスマッチング
・スタートアップなど企業の成長支援
（資金調達・経営支援・上場支援など）
・勉強会やイベントを通じたリアルな交流支援
・クロスボーダー支援
・コワーキング・イベントホール・レンタルオフィスの提供

代 表 者
経 歴

ハーバード大学経営大学院修了（MBA取得）、ボストン・コンサルティ

ング・グループなどを経てfabbit株式会社 代表取締役社長に就任。

訳書「スタートアップで働くということ～起業家ではなく参加者として会社

を立ち上げる～」（HBS上級講師 ジェフリー・バスギャング 書）



We’re global gateway
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