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開催趣旨
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OpenStack Summit Fall 2015 Tokyo!
OpenStack Foundation 主催のグローバルイベント OpenStack 
Summit が2015年10月、東京にて開催を予定されています（協賛100
社；参加4,000名）。2月の国内イベントでスポンサーとしての存在感を
向上させ、秋のSummitでグローバルマーケットへのリーチを拡大する
と共に、国内のOpenStack利用の促進に繋げる絶好の機会です！

OpenStack （オープンスタック） はクラウド基盤を
支える重要なオープンソース技術として様々な企業、
団体で幅広く利用されるようになりました。その利用
用途はIaaS 基盤のみにとどまらず、自社サービスの
標準化基盤、HPC 基盤、ビッグデータ処理基盤等、
利用方法も多岐にわたります。

OpenStack プロジェクトは2010年に発足し、誕生
から4年目を迎えた今日、OpenStackはコミュニティ
だけでなく、利用用途の拡大に合わせ、関連する
周辺エコシステムも多様な発展を遂げております。

日本国内においては、幾つかの企業が OpenStack のサポートを表明し、既に利用事例も出始めておりま
すが、その普及は欧米諸国だけでなく他のアジア諸国と比較しても後塵を拝している状態です。このよう
な背景を鑑み、国内外のOpenStack 活用事例や運用ノウハウの共有を行い、日本のクラウド産業を活性
化する必要があります。

OpenStack Days Tokyo 2015 は、クラウドを創り、活用し、そしてつなげて行く、全ての人々にOpenStack
とそのエコシステムを知っていただく機会を提供し、日本におけるクラウド産業の促進と競争力の向上を
目的とし、開催致するもので有ります。



日本OpenStackユーザー会

日本OpenStackユーザ会 (Japan OpenStack User Group=JOSUG) は、オープンソースのクラウド基盤ソフトウェア
「OpenStack」の情報発信、普及を目指し、2010年10月22日設立しました。

株式会社NTTデータ、NTTデータ先端技術株式会社、仮想化インフラストラクチャ・オペレーターズグループ（VIOPS）、一般
社団法人クラウド利用促進機構（CUPA）、 クリエーションライン株式会社、大学共同利用機関法人 情報・システム研究機
構 国立情報学研究所、株式会社ミドクラ、株式会社モーフ・ラボ（以上、50音順）は、「日本OpenStackユーザ会 （以下、
JOSUG）」を発足させました。 http://openstack.jp/

OpenStack Days Tokyo 2015 実行委員会

委員長: 長谷川 章博 （株式会社ビットアイル）

実行委員: 荒井 康宏 （一般社団法人クラウド利用促進機構 (CUPA)）
加藤 智之 （富士通株式会社）

北川 大輔 （クリエーションライン株式会社）

金野 諭 （アセアン・ラボ株式会社）

高橋 千恵子 （日本電気株式会社）

鳥居 隆史 （日本電気株式会社）

中島 健 （Canonical, Ltd.）
中島 倫明 （伊藤忠テクノソリューションズ株式会社）

真壁 徹 （日本ヒューレット・パッカード株式会社）

増月 孝信 （デル株式会社）

松尾 茜 （ミドクラジャパン株式会社）

松本 賢一 （NTTソフトウエア株式会社）
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開催概要

OpenStack Days Tokyo 2015

テーマ 創る、活かす、つなぐ

URL http://openstackdays.com/

会期 2015年2月3日（火）-4日（水）；2日間開催

会場 グランドプリンスホテル高輪 B1F （JR品川駅から徒歩5分）

主催 OpenStack Days Tokyo 2015 実行委員会

特別協力 日本 OpenStack ユーザ会

後援（予定） 総務省、経済産業省、一般社団法人クラウド利用促進機構（CUPA）、Cloud Business Alliance (CBA)、仮
想化インフラ・オペレーターズグループ （VIOPS）、Open Standard Cloud Association (OSCA)、日本OSS
推進フォーラム、特定非営利活動法人ASP・SaaS・クラウド コンソーシアム（ASPIC）

メディア協力（予定） ＠IT、INTERNET Watch、ITmedia エンタープライズ、ITLeaders、Publickey、技術評論社、gihyo.jp、
Slashdot Japan、SourceForge.JP、ITPro、日経Linux、アスキークラウド、マイナビ、SoftwareDesign、
CodeZine、EnterpriseZine

構成内容 基調講演、スポンサー講演、併設展示

対象 クラウドを導入したいCTO・CIO層、クラウドビジネスの企画者、クラウド業界のビジネスユーザ、 クラウド
業界内開発者、パートナー企業、データセンタ・テレコム業界のビジネスユーザ、ICTへの関心と利用率の
高いビジネスユーザー

参加費 無料（事前登録制）

来場者数 延べ2,000名 （予定）

運営 株式会社イーサイド
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会場のご案内
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グランドプリンスホテル高輪 B1F
〒108‐8612 東京都港区高輪 3‐13‐1
http://www.princehotels.co.jp/takanawa/
2015年2月3日（火）－4日（水）（2日（月）設営）

・新幹線・JR線・京急線の品川駅
(高輪口)から徒歩約5分
（ザ・プリンス さくらタワー東京は徒歩約3分）。

・都営地下鉄浅草線高輪台駅から徒歩約3分
（ザ・プリンス さくらタワー東京は徒歩約5分）。

・京急線 羽田空港駅から最速12分。



会場使用計画（案） グランドプリンスホテル高輪B1F
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プリンスルーム
面積：768m2
タテ：28.8m ヨコ：24.3m
天井高さ：7.0m 
シアタースタイル/714名
スクールスタイル/420名

アメジスト
面積：107m2
タテ：14.6m ヨコ：7.5m
天井高さ：2.7m 
シアタースタイル/120名
スクールスタイル/63名

クラウンルーム+ロイヤルルーム
面積：449m2
タテ：11.7m～18.2m ヨコ：30.1m
天井高さ：3.0m 

KEYNOTE
DIAMOND
PLATINUM

GOLD



プログラム（案） 1日目 2015年2月3日（火）
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部屋 Prince Room Crown Room + Royal Room Amethyst
面積（㎡） 768 449 107
天井（m） 7 3 2.7
収容 スクール3名掛け 420 ‐ ‐
収容 シアター 714 ‐ 120
収容 展示（小間数） ‐ 30小間＋シアター54席 ‐
利用 メインセッション 展示+ミニシアター セッション

10:00‐10:15 Opening

10:15‐11:05
K1 キーノート講演

（招待枠：Foundation）

11:10‐12:00
D1 スポンサー講演
（Diamond枠 50分）

12:00‐13:00 Break ミニーシアター講演枠
12:15‐12:30; 12:30‐12:45

13:00‐13:40
P1 スポンサー講演
（Platinum枠 40分）

G1 スポンサー講演
（Gold枠 40分）

13:50‐14:30
P2 スポンサー講演
（Platinum枠 40分）

G2 スポンサー講演
（Gold枠 40分）

14:30‐15:10 Break ミニーシアター講演枠
14:40‐14:55; 14:55‐15:10 Break

15:10‐15:50
P3 スポンサー講演
（Platinum枠 40分）

G3 スポンサー講演
（Gold枠 40分）

16:00‐16:40
P4 スポンサー講演
（Platinum枠 40分）

G4 スポンサー講演
（Gold枠 40分）

16:50‐17:30
P5 スポンサー講演
（Platinum枠 40分）

G5 スポンサー講演
（Gold枠 40分）



プログラム（案） 2日目 2015年2月4日（水）

P‐07

部屋 Prince Room Crown Room + Royal Room Amethyst
面積（㎡） 768 449 107

天井（m） 7 3 2.7

収容 スクール3名掛け 420 ‐ ‐

収容 シアター 714 ‐ 120

収容 展示（小間数） ‐ 30小間＋54席 ‐

利用 メインセッション 展示+ミニシアター セッション

10:00‐10:50
K2 キーノート講演

（招待枠：ユーザー事例）

11:00‐11:50
D2 スポンサー講演
（Diamond枠 50分）

11:50‐13:00 Break ミニシアター講演枠
12:00‐12:15; 12:15‐12:30; 12:30‐12:45

13:00‐13:40
P6 スポンサー講演
（Platinum枠 40分）

G6 スポンサー講演
（Gold枠 40分）

13:50‐14:30
P7 スポンサー講演
（Platinum枠 40分）

G7 スポンサー講演
（Gold枠 40分）

14:30‐15:10 Break ミニシアター講演枠
14:40‐14:55; 14:55‐15:10

Break

15:10‐15:50
P8 スポンサー講演
（Platinum枠 40分）

G8 スポンサー講演
（Gold枠 40分）

16:00‐16:40
P9 スポンサー講演
（Platinum枠 40分）

G9 スポンサー講演
（Gold枠 40分）

16:50‐17:30
P10 スポンサー講演
（Platinum枠 40分）

G10 スポンサー講演
（Gold枠 40分）



OpenStack Days Tokyo 2015
スポンサープラン

2015年2月3日（火）－4日（水） |   グランドプリンスホテル高輪



スポンサーメリット

• 国内最大規模のオープンクラウドイベント
3年目のOpenStack Day Tokyo 開催は2,000名の集客を目標に開催

• OpenStack Foundation 参加確定
Foundationのロードマップ、エコーシステム、海外ユーザー事例の「今」を知る

• メディアタイアップ企画を実施
多くのwebメデァイとのタイアップにより事前事後露出を確保

• マーケティング、ブランディング、パートナリングの場
ユーザ、パートナーに直接届けるプロダクト、事例、サービス展望の露出を行うチャンス

• 国内市場結成に貢献
日本のOpenStack エンタープライズ市場、ユーザー・開発者コミュニティーの普及促進に貢献

P‐09



スポンサーレベルと特典
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レベル 社数
メインセッション

講演枠
並列

セッション
小部屋
講演枠

プライベート
セッション部屋

プレミアム展示
パッケージ

展示
パッケージ

ミニー
シアター

ロゴ

ダイアモンド 2 50分 なし ‐ ○ ○ ‐ ‐ ○

プラチナー 10 40分 あり ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ○

ゴールド 10 ‐ あり 40分 ‐ ‐ ○ ‐ ○

シルバー 9 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ○ ○ ○

ブロンズ 無制限 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ○



ダイアモンドスポンサー 2社限定 300万円（税別）
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ご講演枠

500人会場（スクール＋シアター形式）、50分を1枠ご提供 お申し込み受付後、セッション希望

日をお伺いいたします。希望日が重なる場合は、先着順に優先をさせていただきます。なお、プ
ログラム上の最終調整を実行委員会にて行う場合もございますので、その際はご了承ください。

キーノート講演枠＋プレミアム展示パッケージ＋プライベートセッション部屋ご提供
お申し込みは2014年10月6日 (月) 10:00 より先着順にて受付いたします。運営事務局宛てに協賛申込書 (p.19) をお送りください。

ご協賛金額： 3,000,000円（消費税別） 2社限定

ご出展 （B1Fロビースペース設置、2小間提供）

2小間とパッケージブースご提供 （パッケージブース詳細16ページ参照）

ロゴ掲出

ダイアモンドスポンサーとして告知サイト、会場看板、当日プログラムなどで掲出

当日来場者リスト

当日来場者全リストご提供（登録時に許諾を得た来場者分のみご提供；2014年開催実績：214件）

プライベートセッション部屋ご提供

キーノート講演当日（1日終日のご提供）プライベートセッション部屋の専用スペースご提供。

(グランドプリンスホテル高輪2F撫子；スクール50名収容；基本映像音響機材込み）



プラチナスポンサー 10社限定 140万円（税別）
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ご講演枠

500人会場（スクール＋シアター形式）、40分を1枠ご提供 お申し込み受付後、セッション希望
日時をお伺いいたします。希望日が重なる場合は、先着順に優先をさせていただきます。なお、
プログラム上の最終調整を実行委員会にて行う場合もございますので、その際はご了承ください。

メインセッション講演枠＋展示パッケージご提供
お申し込みは2014年10月6日 (月) 10:00 より先着順にて受付いたします。運営事務局宛てに協賛申込書 (p.19) をお送りください。

ご協賛金額： 1,400,000円（消費税別） 10社限定

ご出展

1小間とパッケージブースご提供 （パッケージブース詳細16ページ参照）

お申し込み受付後、ご希望の展示ブースをお伺いいたします。ご希望場所が重なる場合は、スポンサーレベ
ル別、先着順に優先をさせていただきます。

ロゴ掲出

プラチナスポンサーとして告知サイト、会場などで掲出

当日来場者リスト

当日来場者全リストご提供（登録時に許諾を得た来場者分のみご提供；2014年開催実績：214件）



ゴールドスポンサー 10社限定 70万円（税別）
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ご講演枠

セッション講演枠＋展示パッケージご提供
お申し込みは2014年10月6日 (月) 10:00 より先着順にて受付いたします。運営事務局宛てに協賛申込書 (p.19) をお送りください。

ご協賛金額： 700,000円（消費税別） 10社限定

ご出展

ロゴ掲出

ゴールドスポンサーとして告知サイト、会場看板、当日プログラムなどで掲出掲出

当日来場者リスト

当日来場者全リストご提供 （登録時に許諾を得た来場者分のみご提供；2014年開催実績：214件）

1小間とパッケージブースご提供 （パッケージブース詳細16ページ参照）

お申し込み受付後、ご希望の展示ブースをお伺いいたします。ご希望場所が重なる場合は、スポンサーレベ
ル別、先着順に優先をさせていただきます。

120人会場（シアター形式）、40分を1枠ご提供 お申し込み受付後、セッション希望日時をお伺いいた

します。希望日が重なる場合は、先着順に優先をさせていただきます。なお、プログラム上の最終調整を実
行委員会にて行う場合もございますので、その際はご了承ください。



シルバースポンサー 9社限定 40万円（税別）
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展示パッケージ＋ミニシアター講演枠ご提供
お申し込みは2014年10月6日 (水) 10:00 より先着順にて受付いたします。運営事務局宛てに協賛申込書 (p.19) をお送りください。

ご協賛金額： 400,000円（消費税別）

ご出展＋ミニーシアター講演枠

ロゴ掲出

シルバースポンサーとして告知サイト、会場看板、当日プログラムなどで掲出掲出

当日来場者リスト

1小間とパッケージブースご提供 （パッケージブース詳細16ページ参照）+15分ミニーシアター講演枠

お申し込み受付後、ご希望の展示ブースをお伺いいたします。ご希望場所が重なる場合は、スポンサーレベ
ル別、先着順に優先をさせていただきます。ミニシアター（約50席）の講演はセッション休憩時間中行う予定で
す。セッション希望日時をお伺いいたします。希望日が重なる場合は、先着順に優先をさせていただきます。

当日来場者全リストご提供 （登録時に許諾を得た来場者分のみご提供；2014年開催実績：214件）



ブロンズスポンサー 10万円（税別）
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ロゴ掲出のみご提供
お申し込みは2014年10月6日 (月) 10:00 より先着順にて受付いたします。運営事務局宛てに協賛申込書 (p.19) をお送りください。

ご協賛金額： 100,000円（消費税別）

ロゴ掲出

ブロンズスポンサーとして告知サイト、会場看板、当日プログラムなどで掲出

当日来場者リスト

当日来場者全リストご提供 （登録時に許諾を得た来場者分のみご提供；2014年開催実績：214件）

資料設置

会場内資料コーナーにおける資料設置 (A4 1点)



基本パッケージブース
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ブース仕様
項目 仕様 数量
1 バックパネル（黒） オクタノルムシステム 2枚
2 展示台 オクタノルムシステム W990_D700_H1020 2台
3 社名板 W950_H300 ロゴ使用 1枚
4 照明器具 蛍光灯 2灯
5 コンセント アース付・2口、0.5KW供給 1ヶ

※Ａ１パネルは含まれておりません。



展示会場レイアウト(案） B1F  Royal Room + Crown Room
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お申込みとお問い合わせ
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申込一次締切

2014年10月31 日（金） 締切に間に合わない場合は別途ご相談ください。

申込方法

お申し込みは2014年10月6日 (月) 10:00 より先着順にて受付いたします。別紙申込書の必要
箇所にご記入を頂き、FAXもしくはemailてイベント事務局までお送り下さい。

その他ご質問等ございましたら、下記連絡先までご連絡ください。

OpenStack Days Tokyo 2015 運営事務局

株式会社イーサイド内
担当：イベント事業部 太田、Scott Macdonald 
Tel: 03‐6435‐8789  Fax: 03‐6435‐8790
email: osdt2015‐office@e‐side.co.jp

ご請求

申し込み締切後、メールにて請求書の内容をご確認頂いた後、原本を発送させて頂きます。
請求書発行月の翌月末（2014年12月末予定）にご入金を頂けますようお願い致します。

尚、振り込み期日等希望がございましたら、事前にご相談ください。



協賛申込書 OpenStack Days Tokyo 2015

P‐16

会社名：

URL：

担当者： 所属部署：

所在地： 〒

Tel: Fax:

email：

ご協賛の種別： □ ダイアモンド （キーノート講演＋プレミアム展示+プライベートセッション部屋）

□ プラチナ （メインセッション講演＋展示） □ ゴールド （セッション講演＋展示）

□ シルバー （展示のみ） □ ブロンズ （ロゴのみ）

ご協賛金額： ￥ （消費税別）

ダイアモンド 1口 (￥3,000,000) からお申込みを承ります。（消費税別）
プラチナ 1口 (￥1,400,000) からお申込みを承ります。（消費税別）
ゴールド 1口 (￥ 700,000)  からお申込みを承ります。（消費税別）
シルバー 1口 (￥ 400,000)  からお申込みを承ります。（消費税別）
ブロンズ 1口 (￥ 100,000)  からお申込みを承ります。（消費税別）

お問い合わせ
OpenStack Days Tokyo 2015 運営事務局
株式会社イーサイド内
担当：イベント事業部 太田、Scott Macdonald 
Tel: 03-6435-8789 Fax: 03-6435-8790
email: osdt2015-office@e-side.co.jp申込一次締切日 2014年10月31日（金）

FAX: 03-6435-8790

下記の通り申し込みをいたします。 申込日 年 月 日



OpenStack Days Tokyo
参考資料： 2014年 | 2013年 開催実績



OpenStack Days 2013   2013年3月12日（木）| 1日開催 | 秋葉原コンベンションホール

P‐21

1038    700+ 22 13
事前登録者数 当日来場者数 スポンサー企業数 メディア協力媒体数

http://openstackdays.com/archive/2013/ 講演資料、動画

http://openstackdays.com/files/report.pdf 開催報告書



OpenStack Days 2014 2014年2月13日（木）‐14日（金）| 2日間開催 | ソラシティカンファレンスセンター

P‐22

1550    1100+ 30 14
事前登録者数 当日来場者数 スポンサー企業数 メディア協力媒体数

http://www.openstackdays.com/files/OSDT2014report.pdf 開催報告書

http://openstackdays.com/ 講演資料、動画



OpenStack Days Tokyo 2015
運営事務局
株式会社イーサイド内
担当：イベント事業部 太田、Scott Macdonald 
Tel: 03‐6435‐8789  Fax: 03‐6435‐8790
email: osdt2015‐office@e‐side.co.jp


