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2019 年７月 29 日 

各 位 

上場会社名 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 

（コード番号  3778） 

問合せ先責任者 取締役 川田 正貴 

（TEL 06-6376-4800） 

合弁会社（持分法適用関連会社）の設立に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、BBIX 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社

長：牧園啓市、以下「BBIX」という。）と共同出資を行い、モバイルネットワークソリュー

ションを提供する合弁会社「BBSakura Networks 株式会社（以下「BBSakura Networks」とい

う。）を設立することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

１．合弁会社設立の理由等 

  当社は、「やりたいことをできるに変える」の理念のもと、インターネットインフラサー

ビスを提供しており、そのなかで、「さくらのセキュアモバイルコネクト」（IoT/M2M 向け

のマルチキャリア対応 SIM サービス）のモバイル通信を管理するモバイルコアを独自開発

して、「さくらのクラウド」上で運用しております。 

  一方で、BBIX は、ソフトバンクグループでインターネットエクスチェンジ事業を行う事

業者として、日本や香港、シンガポールの各拠点を通じて、携帯事業者間の国際ローミン

グサービスを支えるローミングピアリングエクスチェンジ（RPX）サービスを提供してお

り、アジアの主要な携帯事業者に対して高品質な通信サービスを提供しております。 

このたび BBIX と当社は、BBIX が持つネットワークや販売力、当社が持つソフトウェア

開発力を融合し、モバイルネットワークソリューションを提供する合弁会社として

BBSakura Networks を設立することになりました。 

本件に関する詳細につきましては、添付資料をご参照ください。 

 

２．合弁会社の概要 

（１） 名 称 BBSakura Networks 株式会社 

（２） 所 在 地 東京都新宿区 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 佐々木秀幸 

（４） 資 本 金 等 ２億円 ※資本準備金を含む 

（５） 設 立 年 月 日 2019 年８月１日（予定） 

（６） 大株主及び持株比率 
BBIX 株式会社：51.0％ 

さくらインターネット株式会社：49.0％ 
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３．日 程 

（１） 取締役会決議日 2019 年７月 29 日 

（２） 契 約 締 結 日 2019 年７月 29 日 

（３） 設 立 予 定 日 2019 年８月１日（予定） 

 

４．今後の見通し 

現在、当社グループにおける IoT ビジネスの再編を計画しており、詳細な影響については

今後把握予定であります。適時開示が必要になった場合には速やかにお知らせいたします。 

以 上 

 



報道関係各位 
2019 年 7 月 29 日 

BBIX 株式会社 
さくらインターネット株式会社 

BBIX とさくらインターネット、 
モバイルネットワークソリューションを提供する合弁会社
「BBSakura Networks 株式会社」を 2019 年 8 月に設立

～国内外の通信事業者向けに、さくらインターネットのソフトウエアや 
クラウド基盤をベースにしたソリューションを開発～

ソフトバンク株式会社（以下「ソフトバンク」）の子会社でインターネットエクスチェ
ンジ（IX）事業を行う BBIX 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：牧園 啓市、
以下「BBIX」）と、インターネットインフラ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、モバイルネットワークソリューションを提供する合弁会社「BBSakura
Networks 株式会社」（以下「BBSakura Networks」）を、2019 年 8 月に設立します。 

BBIX は、日本や香港、シンガポールの各拠点を通して、携帯事業者（MNO）間の国
際ローミングサービスを支えるローミングピアリングエクスチェンジ（RPX）サービス
を提供しており、アジアの主要な MNO に対して高品質な通信サービスを提供していま
す。 

さくらインターネットは、IoT/M2M 向けのマルチキャリア対応 SIM サービス「さく
らのセキュアモバイルコネクト」を提供しています。「さくらのセキュアモバイルコネク
ト」のモバイル通信を管理するモバイルコアは、さくらインターネットが独自開発して
おり、「さくらのクラウド」上で運用しています。

このたび BBIX とさくらインターネットは、BBIX が持つネットワークや販売力、さ
くらインターネットが持つソフトウエア開発力を融合して、モバイルネットワークソリ
ューションを提供する合弁会社「BBSakura Networks」を設立することになりました。 

「BBSakura Networks」は、さくらインターネットが持つソフトウエアやクラウド
基盤をベースに、モバイルネットワークソリューションを開発し、BBIX を通してソフ
トバンクをはじめとする国内外の通信事業者向けに提供する予定です。

昨今のクラウドコンピューティングの普及、そして今後の第 5 世代移動通信システ
ム（5G）の実用化に向けて、ソフトウエアの重要性がますます高まっています。
「BBSakura Networks」は、ソフトウエアが持つ可能性を基に、全ての「モノ」がつ
ながる社会を支えるテクノロジーカンパニーを目指していきます。

（添付資料）



＜事業イメージ＞ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜BBSakura Networks 株式会社について＞ 
 
■概要 

社名 BBSakura Networks 株式会社 （英文社名：BBSakura Networks, Inc. ） 
本社所在地 東京都新宿区 （さくらインターネット株式会社 東京支社内） 
役員 代表取締役社長 佐々木 秀幸（BBIX 株式会社 技術本部 本部長） 

取締役 COO 山口 亮介（さくらインターネット株式会社 IoT 事業推進室 室長） 
取締役 田中 邦裕（さくらインターネット株式会社 代表取締役社長） 
取締役 上田 晋司（さくらインターネット株式会社 執行役員） 
取締役 福智 道一（BBIX 株式会社 専務取締役 兼 COO） 
取締役 三輪 俊幸（BBIX 株式会社 管理本部 事業管理部 部長） 

資本金等 2 億円 ※資本準備金を含む 
発行株式数 20,000 株 
株主構成 BBIX 株式会社：10,200 株（51.00%） 

さくらインターネット株式会社：9,800 株（49.00%） 
設立予定日 2019 年 8 月 1 日 
事業内容 電気通信事業法に基づく電気通信事業  

電気通信設備の賃貸・保守および管理の受託  
コンピューターのハードウエア・ソフトウエアの開発・販売・賃貸・保守および
管理の受託  
前各号に付帯関連する一切の事業 

ウェブサイト https://bbsakura.net ※詳細の情報は設立後の公開となります。 
 
■企業ロゴ 
 
 
 
 
 
 
 

https://bbsakura.net/


＜参考情報＞ 
・さくらのセキュアモバイルコネクト 
 https://www.sakura.ad.jp/services/sim/ 
・さくらのクラウド 

https://cloud.sakura.ad.jp/ 
 
 
※ このプレスリリースに記載されている会社名およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。 
※ このプレスリリースに掲載されている内容は発表時点の情報です。これらの情報は予告なしに変更される場合があり

ます。 
 

 

■BBIX 会社概要 
 社名：BBIX 株式会社 

代表者：代表取締役社長 牧園 啓市 
本社：東京都港区東新橋 1-9-1 
設立：2003 年 6 月 13 日 
株主：ソフトバンク株式会社 100% 
事業内容：電気通信事業法に基づく電気通信事業、電気通信設備の賃貸・保守 

および管理の受託、コンピューターのハードウエア・ソフトウエアの 
開発・販売・保守および管理の受託 

URL：https://www.bbix.net/ 
 

■さくらインターネット会社概要 
社名：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：大阪府大阪市北区大深町 4 番 20 号 
設立：1996 年 12 月 23 日 
事業内容：国内の自社運営データセンターでレンタルサーバーや専用サーバー、 

VPS、クラウドなどのインターネットインフラサービスを提供 
URL：https://www.sakura.ad.jp/corporate/ 

 
■この件に関する報道関係者からの問い合わせ先 

BBIX 株式会社 広報担当（ソフトバンク株式会社 広報室内） 
TEL：03-6889-2301  E-mail：pr@bbix.net 
 
さくらインターネット株式会社 広報担当 
TEL：03-5332-7070  E-mail：press-ml@sakura.ad.jp 

https://www.sakura.ad.jp/services/sim/
https://www.bbix.net/
https://www.sakura.ad.jp/corporate/
mailto:contact-nw@koan.co.jp
mailto:press-ml@sakura.ad.jp
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