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さくらインターネット株式会社 

 

 

iU 情報経営イノベーション専門職大学とさくらインターネットが 
教育支援などに関する包括連携協定を締結 

～新技術の創出や研究推進および社会をリードする DX 人材の育成に取り組む～  
 

 情報経営イノベーション専門職大学（所在地：東京都墨田区、学長：中村伊知哉、以下「iU」）と、クラウドコンピューティ

ングサービスを提供するさくらインターネット株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：田中 邦裕、以下さくらイン

ターネット）は、教育支援および共同研究に関する包括連携協定を 2022 年 2 月 21 日に締結しました。 

本協定は、iU とさくらインターネットが共同研究や教育活動を行い、新技術の創出や研究推進および社会をリードする DX 人

材の育成を目指し締結されました。 

本協定締結において、インターンシップなどを通じた人材交流や、さくらインターネットの代表取締役社長である田中邦裕氏の

超客員教授就任、iU の授業におけるさくらインターネットのサービス提供などのさまざまな活動を行ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲左：さくらインターネット株式会社 代表取締役社長 田中 邦裕、右：iU 学長 中村伊知哉 

 

 

1.起業家育成支援に関すること 

2.人材交流に関すること 

3.共同研究に関すること 

4.その他、学生の教育・活動に資する支援に関すること 

 

 

このたびの包括連携協定を心より歓迎いたします。当社は、「やりたいことをできるに変える」を企業理念に掲げ、「熱量」を持

って挑戦する人々の夢を全力で応援しています。これまでも次世代支援として、スタートアップ企業や学生の支援に力を注いで

きました。このたびも社会をリードする DX 人材の育成を支援したいという思いから締結を決定いたしました。本協定が、新技術

の創出や研究推進を促し、社会の DX が加速することを期待しております。 

 

 

本学のモットーの一つは「変化を楽しむ」です。アフターコロナ・ウィズコロナを見据え、現在の状況をチャンスと捉えて行動する者だ

けが次世代を作っていくものと信じております。さくらインターネット様と連携することにより、楽しく変化していく姿をお見せしたいと

思います。 

NEWS RELEASE No.74 2022 年 2 月 21 日 

    iU 情報経営イノベーション専門職大学 

■ iU 学長 中村伊知哉によるコメント 

■ さくらインターネット株式会社 代表取締役社長 田中邦裕氏によるコメント 

■ 主な締結内容 
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＜大学概要＞  

【さくらインターネット株式会社】 

代表者：代表取締役社長 田中 邦裕 

本 社：大阪府大阪市北区梅田 1 丁目 12 番 12 号 

創 業：1996年12月23日 

設 立：1999年8月17日 

URL ：https://www.sakura.ad.jp/corporate/ 

 さくらインターネットは、1996年創業のインターネット企業です。個人から法人、文教・公共分野まで、さまざまなお客さまのニ

ーズに合わせ、「さくらのレンタルサーバ」「さくらのVPS」「さくらのクラウド」などのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国

内のデータセンターを生かし提供しています。「『やりたいこと』を『できる』に変える」の理念のもと、あらゆる分野に対応するDXソ

リューションを提案します。 

 

＜大学概要＞ 

■大学・学部学科名 

・大学名：「情報経営イノベーション専門職大学」 ※愛称 「ｉＵ（あいゆー）」 

・学部名：情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

 

■学長  

中村伊知哉（なかむらいちや）  

<職歴> 

1984年、ロックバンド少年ナイフのディレクターを経て旧郵政省入省 

1998年、MITメディアラボ客員教授   

2002年、スタンフォード日本センター研究所長 

2006年、慶應義塾大学大学院教授 

 2020年4月より、iU学長に就任 

 

■設置概要  

・本校舎：東京都墨田区文花1-18-13 

・サテライトオフィス：東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝 オフィスタワー8階 

 

 

 

 

・学生数：451名 ・専任教員数：28名 

  

■教育理念  

「変化を楽しみ、自ら学び、革新を創造する。」 

 

■基本構想  

ICT×ビジネス×グローバルコミュニケーション ＋ 全員インターンシップ×全員起業×オンライン学習 

・ICT教育：電子学園が積み上げた基盤により、プログラミング・AI・ビッグデータなど、幅広いICTスキル教育を展開 

左：本校舎 
右：サテライトオフィス 

■参考情報 

 

 

 

https://www.sakura.ad.jp/corporate/
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・ビジネス創造教育：実務家教員によるビジネススキル教育を実施、ビジネス教養、ビジネスプラン策定力などを身につける 

・使える英語・グローバル教育：国際舞台で仕事をするために必要な英語力を磨く教育と留学生の受け入れにより国際性 

も強化 

・インターンシップとリアルプロジェクト：1人640時間のインターン、実ビジネスの中でハンズオンのリアルプロジェクト教育を実施 

・全員起業：希望者全員に対し、在学中に起業にチャレンジできるサポート体制 

・オンラインを活用した授業サポート：『いつでもどこからでも学ぶことができる』をキーワードに、自ら積極的に学ぶための環境の 

充実 

 

■育成人材像  

・ICT を活用する様々な業界・団体において課題を解決し、新たな商品・サービスやビジネスを生み出すことのできる人材 

・ICTを活用し新たな商品・サービスやビジネスを生み出すことで、国際社会と地域社会の産業発展に貢献する起業家 

 

 

 

 

  

【本リリースに関するお問い合わせ先】 

iU 情報経営イノベーション専門職大学 TEL：03-5655-1555  E-mail：info@i-u.ac.jp 

さくらインターネット株式会社 広報担当 E-mail：press-ml@sakura.ad.jp 

mailto:info@i-u.ac.jp
mailto:press-ml@sakura.ad.jp
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iU and SAKURA Internet sign comprehensive partnership 
agreement on educational assistance; 

Creating new technologies, promoting research, and developing DX 
human resources who will lead society 

 

iU, Professional University of Information and Management for Innovation (Address: Sumida-ku, 

Tokyo, President: Ichiya Nakamura; hereinafter “iU”) and cloud computing service provider SAKURA 

Internet Inc. (Headquarters: Osaka-shi, Osaka, Representative Director and President: Kunihiro 

Tanaka. Hereinafter referred to as “SAKURA Internet”) signed a comprehensive partnership 

agreement regarding educational assistance and joint research on February 21, 2022. 

 

This agreement was signed with the aim of creating new technologies, promoting research, and 

nurturing DX human resources who will lead society through joint research and educational 

activities between iU and SAKURA Internet. 

 

Under this agreement, various activities will be carried out, such as personnel exchanges through 

internships, the appointment of Mr. Kunihiro Tanaka, the Representative Director and President of 

SAKURA Internet, as a special guest professor, and the provision of SAKURA Internet services in iU 

classes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲Left: Kunihiro Tanaka, Representative Director and President of SAKURA Internet, Right: Ichiya Nakamura, President of iU  

 

 

1. Support for entrepreneurship development 

2. Personnel exchanges 

3. Joint research 

4. Other matters related to assistance that contributes to student education and activities 

 

 

We sincerely welcome this comprehensive partnership agreement. Our corporate philosophy is to 

NEWS RELEASE No.74 February 21, 2022 

iU, Professional University of Information

 and Management for Innovation 

SAKURA Internet Inc. 

■ Comment by Mr. Kunihiro Tanaka, Representative Director and President of SAKURA Internet Inc. 

■ Key points of the agreement 
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“transform something you want to do into something you can do”, and we will do our utmost to 

support the dreams of people who take on challenges with passion. We have always focused on 

supporting start-up companies and students as part of our activities to support the next generation. 

The decision to sign this agreement was also based on our desire to support the development of DX 

human resources who will lead society. We hope that this agreement will promote the creation of 

new technologies and research, and accelerate the development of DX in society. 

 

 

One of the mottos of our university is “enjoy change”. We believe that only those who take the 

current situation as an opportunity and act, with an eye on “Post-COVID” and “With-COVID”, will 

create the next generation. Through this partnership with SAKURA Internet, we would like to show 

how we can enjoy change. 

 

＜大学概要＞  

[SAKURA Internet Inc.]  

Representative: Kunihiro Tanaka, Representative Director and President 

Headquarters: 1-12-12 Umeda, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka  

Founded: December 23, 1996  

Established: August 17, 1999  

URL: https://www.sakura.ad.jp/corporate/ 

 SAKURA Internet is an Internet company founded in 1996. SAKURA Internet utilizes its own data 

centers in Japan to provide cloud computing services such as SAKURA’s Rental Server, SAKURA’s 

VPS, and SAKURA’s Cloud to meet the needs of a wide range of customers, from individuals to 

corporations in the education and public sectors. Based on its philosophy of “transforming something 

you want to do into something you can do”, SAKURA Internet offers DX solutions for all sectors. 

 

＜大学概要＞ 

■大学・学部学科名 

・大学名：「情報経営イノベーション専門職大学」 ※愛称 「ｉＵ（あいゆー）」 

・学部名：情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

 

■学長  

中村伊知哉（なかむらいちや）  
<職歴> 

1984年、ロックバンド少年ナイフのディレクターを経て旧郵政省入省 

1998年、MITメディアラボ客員教授   

2002年、スタンフォード日本センター研究所長 

2006年、慶應義塾大学大学院教授 

 2020年4月より、iU学長に就任 

 

■設置概要  

・本校舎：東京都墨田区文花1-18-13 

■ Comment by Ichiya Nakamura, President of iU 

■Reference 

 

 

 

https://www.sakura.ad.jp/corporate/
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・サテライトオフィス：東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝 オフィスタワー8階 

 

 

 

 

・学生数：451名 ・専任教員数：28名 

  

■教育理念  

「変化を楽しみ、自ら学び、革新を創造する。」 

 

■基本構想  

ICT×ビジネス×グローバルコミュニケーション ＋ 全員インターンシップ×全員起業×オンライン学習 

・ICT教育：電子学園が積み上げた基盤により、プログラミング・AI・ビッグデータなど、幅広いICTスキル教育を展開 

・ビジネス創造教育：実務家教員によるビジネススキル教育を実施、ビジネス教養、ビジネスプラン策定力などを身につける 

・使える英語・グローバル教育：国際舞台で仕事をするために必要な英語力を磨く教育と留学生の受け入れにより国際性 

も強化 

・インターンシップとリアルプロジェクト：1人640時間のインターン、実ビジネスの中でハンズオンのリアルプロジェクト教育を実施 

・全員起業：希望者全員に対し、在学中に起業にチャレンジできるサポート体制 

・オンラインを活用した授業サポート：『いつでもどこからでも学ぶことができる』をキーワードに、自ら積極的に学ぶための環境の 

充実 

 

■育成人材像  

・ICT を活用する様々な業界・団体において課題を解決し、新たな商品・サービスやビジネスを生み出すことのできる人材 

・ICTを活用し新たな商品・サービスやビジネスを生み出すことで、国際社会と地域社会の産業発展に貢献する起業家 

 

 

 

 

 

 

【本リリースに関するお問い合わせ先】 

iU 情報経営イノベーション専門職大学 TEL：03-5655-1555  E-mail：info@i-u.ac.jp 

さくらインターネット株式会社 広報担当 E-mail：press-ml@sakura.ad.jp 

左：本校舎 
右：サテライトオフィス 

mailto:info@i-u.ac.jp
mailto:press-ml@sakura.ad.jp

