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OOD2020開催にあたって

このたびの新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に罹患された皆様と、感染拡⼤によ
り⽣活に影響を受けられている地域の皆様に、⼼よりお⾒舞いを申し上げます。⼀⽇も
早い新型コロナウイルス感染症の終息と、皆様のご健康をお祈り申し上げます。

ICT基盤技術におけるオープン化、ソフトウェア化のトレンドは、実際のユースケースに
基づいてサービス利⽤者や提供者・運⽤者に対してあらゆる領域で影響を与えており、
産業への活⽤が劇的に変化することが期待される５G、IoT、AI、ビックデータ技術と密
に連携をとりながら、全てのイノベーションの基盤として更に進化しています。

⼀⽅で、COVID-19に伴い、テレワークなど全⾯的にICTに依存せざるを得ない状況が⽣
じており、このような状況の中、社会のデジタル化を⽀えるための ICT基盤の⾼度化・
強靭化や制度の⾒直し等を⼀層進める必要がある状況にも直⾯しています。また、頻発
する激甚災害などを踏まえ、持続可能で活⼒のある地域社会がさらに重要な課題となっ
ており、ICT基盤への期待が⾼まっています。

⼀般社団法⼈沖縄オープンラボラトリは、SDN/NFV技術とクラウド技術の融合・具体的
な実装(ユースケース)・オープンソースといったキーワードをテーマとした、世界的にも
ユニークな研究開発機関として2013年に設⽴されました。ここ数年は、研究開発の⽅向
性として、活動領域を⼤きく拡張し、データ主導型ICT利活⽤領域にも本格的に取り組ん
でおります。

この８年間の歩みとして、「基盤技術研究、テストベッド・データベッド構築・運⽤、
フォーラムの開催、⼈材育成、国際会議・国際交流、ユースケース・マーケット研究」
を⾏い、さらにユニーク性を⾼め次世代ICT基盤に対する実⽤化と普及に貢献しています。
これらの紹介・交流の場として、2013年から独⾃の国際イベントである「Okinawa 
OpenDays」を開催し、昨年2019年も3年連続延べの参加⼈数が1000名を超え、おかげさ
まで沖縄開催のICTイベントとしては⾮常に⼤規模なものになりました。

Okinawa Open Daysはここ数年、⼀貫したコンセプトとして、“世の中を変えるオープン
テクノロジーとアイデアの集結”を掲げており、デジタル社会の新たな可能性を議論する
場として講演など様々な機会を提供しています。今年はサブコンセプトにも記載した
「ユンタクしながらジンブンを出そう（沖縄の⽅⾔で「雑談/議論しながら知恵を出そ
う」の意味）」を⽬指します。

技術開発とビジネス、利⽤者と提供・運⽤者、トップエンジニアと学⽣、⽇本と海外
（特にアジア）など幅広い参加者が⼀堂に会し、より具体的でわかりやすく活発な議論
ができるようなプログラムを構成していきますので、沖縄県内外の興味のある参加者の
みなさまの数多くのご参加をお待ちしております。

⼀般社団法⼈ 沖縄オープンラボラトリ 代表理事 伊藤幸夫

開催のご挨拶
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OOD2020 テーマ

Okinawa Open Daysは“世の中を変えるオープンテクノロジーとアイデアの集結”をキーコンセプ
トに掲げ、よりオープンな国際イベントとして、技術開発とビジネス、利⽤者と提供・運⽤者、
トップエンジニアと学⽣、⽇本と海外（特にアジア）などそれぞれの側⾯を持った参加者が⼀堂
に会した講演、議論を⾏う場を提供いたします。

ICTに興味のある⽅々に数多くご参加頂くべく、より具体的でわかりやすく、活発な議論ができる
ようなプログラムを構成しています。皆様のご参加をお待ちしております！

Thema １：ニューノーマル時代のデジタル社会
with コロナというニューノーマル時代において、様々な産業の形態や、働き⽅などの⽣活の
あり⽅がデジタル技術を使って、⼤きく変わりつつあります。このデジタル社会に向け、オープ
ンテクノロジーを活⽤した取り組みおよび今後の展望を紹介し、議論を進めていきます

Thema ２：持続可能で活⼒のある地域社会に向けて
SDGsなどの活動を通して、地域社会の活性化に向けた動きがある中、昨今のwithコロナや多数発⽣し
ている激甚災害などを踏まえ、持続可能で活⼒のある地域社会がさらに重要な課題となっていきます。
その際にデジタル技術を活⽤することで、何に貢献できるかという議論を進めていきます

Thema ３：デジタル社会を⽀えるテクノロジー
デジタル社会を下⽀えする5G・Beyond5G、およびその周辺技術を、技術的な視点から今何ができる
のか？をキャッチアップし、さらにはその先の動向を⾒据えて、今後の展望を議論していきます
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Okinawa Open Days 2020（OOD2020）

会 期 ： 2020年12⽉８⽇（⽕）〜10⽇（⽊）

会 場 ： オンライン開催（Zoom ＋ YouTube Live配信）

主 催 ： ⼀般社団法⼈沖縄オープンラボラトリ

参 加 費 ： 無料（事前登録制／2020年11⽉上旬登録開始予定）

公式サイト ： https://www.okinawaopendays.com

12⽉8⽇

12⽉9⽇

12⽉10⽇

午前 午後

本会議

本会議

※スケジュールは2020/10/27時点。変更可能性あり

開催概要/スケジュール

・参加登録受付開始 11⽉上旬登録開始予定
・協賛申込締切⽇ 11⽉18⽇
・バーチャル展⽰ページ提出締切⽇ 11⽉25⽇
・期間中スケジュール
12/08⽇ キーパーソン講演、関連会議、スポンサーセッション、BoF
12/09⽇ キーパーソン講演、関連会議、スポンサーセッション
12/10⽇ キーパーソン講演、関連会議、会議振り返り

スケジュール

10:00

10:00

本会議

9:40

17:00

17:00

BoF

バーチャル展⽰（スポンサーページ）

バーチャル展⽰（スポンサーページ）

バーチャル展⽰（スポンサーページ）
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アプリケーションサービ
スプロバイダ/ 1名/ 0%

コンテンツサービスプ
ロバイダ/ 2名/ 0%

インターネットサービ
スプロバイダ/ 4名/ 

1%

その他製造業/ 5名/ 
1%

研究機関/ 6名/ 2%

iDC事業者/ 8名/ 2%

教育機関/ 14名/ 4%

官公庁•協会•団体/ 
14名/ 4%

ソフトウェア製品製造
業/ 19名/ 5%

通信機器製造業者/ 
27名/ 7%

学⽣/ 41名/ 11%

その他/ 59名/ 15%

システムインテグレー
タ/ 75名/ 19%

通信事業/ 113名/ 29%

昨年の参加者
参加者

参 加 者 1025名（昨年：1080名）※延べ⼈数、関係者含む

参 加 国
地 域

参加国・地域 6か国、23名 （昨年6か国、25名）
台湾(17) 、⽶国(2)、ベトナム(1)、ミャンマー(1)、韓国(1)、スーダン(1)

12⽉9⽇ Kubernates ハンズオン 25名

12⽉10⽇
OpenStack OpsMeetup 45名
BOF 108名
SDN/クラウドプログラムコンテスト2019 151名 計 304名

12⽉11⽇
データベッドフォーラム
OOD2019 Day3
ほろ酔いセッション
計469名

12⽉12⽇
グランドレベルではじめよう (SIDG) 45名
OOD2019 Day4 182名 計227名
懇親会 125名

参加者属性（事前アンケートより）

沖縄県内, 
143, 
32%

県外, 297, 
68%

県内外割合 業種
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プラチナスポンサー
100万円/1⼝ （税別：本社が沖縄県内の企業は10万円引き）

【特典】
◆スポンサーセッション（講演枠）の提供 30分 ※複数⼝の場合、⼝数分

例）2⼝の場合 30分×2回
◆休憩時間中のCM配信（動画、スライドショー等）＋企業ロゴ掲載

CMはスポンサー側で⽤意 5分以内（詳細は後⽇ご案内）
◆ホームページ、トップページでのプロモーション動画配信＋企業ロゴ掲載
◆スポンサー⼀覧ページへのプロモーション情報掲載

企業ロゴ+プロモーションテキスト掲載
プロモーション動画の掲載
資料ダウンロードのリンク
OOD2020のスポンサーセッション録画映像へのリンク
スポンサープライベートセッションへのリンク

◆登録者情報の提供
参加申込者情報（許可した⽅のみ） ⽒名、メールアドレス、組織名
スポンサーセッションの聴講者数
参加申込者属性情報+イベント全体参加者数の提供（開催報告書として報告）

ゴールドスポンサー
60万円/1⼝ （税別：本社が沖縄県内の企業は10万円引き）

【特典】
◆スポンサーセッション（講演枠）の提供 15分 ※複数⼝の場合、⼝数分
◆休憩時間中の企業ロゴ掲載
◆ホームページ、トップページへの企業ロゴ掲載
◆スポンサー⼀覧ページへのプロモーション情報掲載

企業ロゴ+プロモーションテキスト掲載
プロモーション動画の掲載
資料ダウンロードのリンク
スポンサーセッション録画映像へのリンク
スポンサープライベートセッションへのリンク

◆登録者情報の提供
参加申込者情報（許可した⽅のみ） ⽒名、メールアドレス、組織名
スポンサーセッションの聴講者数
参加申込者属性情報+イベント全体参加者数の提供（開催報告書として報告）

協賛のご案内-1
OOD2020では本会議をより盛⼤なものにするために、ご協賛いただく企業・団体を募集します。
OOD2020を盛り上げるべく、取り組みの趣旨をご理解いただき、是⾮ともご協⼒・ご協賛いた
だきますようお願い申し上げます。

不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
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協賛のご案内-2

シルバースポンサー
40万円/1⼝ （税別︓本社が沖縄県内の企業は10万円引き）

【特典】
◆スポンサーセッション（講演枠）の提供 1０分 ※複数⼝の場合、⼝数分
◆休憩時間中の企業ロゴ掲載
◆ホームページ、トップページへの企業ロゴ掲載
◆スポンサー⼀覧ページへのプロモーション情報掲載

企業ロゴ+プロモーションテキスト掲載
資料ダウンロードのリンク
スポンサーセッション録画映像へのリンク

◆登録者情報の提供
スポンサーセッションの聴講者数
参加申込者属性情報+イベント全体参加者数の提供（開催報告書の提供）

ブロンズスポンサー
10万円/1⼝ （税別）

【特典】
◆スポンサーセッション（講演枠）の提供 5分 ※複数⼝の場合、⼝数分
◆休憩時間中の企業ロゴ掲載
◆ホームページ、トップページへの企業ロゴ掲載
◆スポンサー⼀覧ページへのプロモーション情報掲載

スポンサーセッション録画映像へのリンク
◆登録者情報の提供

スポンサーセッションの聴講者数
参加申込者属性情報+イベント全体参加者数の提供（開催報告書として報告）
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スポンサープラン

プラチナ ゴールド シルバー ブロンズ

協賛⾦（税別）
⼀般 100

万円
60
万円

40
万円

10
万円

沖縄県内企業（本社が沖縄県内） 90
万円

50
万円

30
万円

10
万円

スポンサーセッション（ 1⼝1枠）
※複数⼝の場合、⼝数分 例）プラチナ2⼝の場合 30分×2回 30分 15分 10分 5分

休憩時間中の配信
CM配信（動画、スライドショー等） 5分以内 ー ー ー

企業ロゴ掲載 〇 〇 〇 〇

OOD2020公式サイ
トへの情報の掲載

トップ
ページ

企業ロゴ掲載 〇 〇 〇 〇

プロモーション動画配信 〇 ー ー ー

スポンサー
ページ

企業ロゴ・企業名掲載 〇 〇 〇 〇

プロモーションテキスト
掲載 〇 〇 〇 ー

資料DLリンク 〇 〇 〇 ー

OOD2020スポンサー
セッション録画映像への
リンク

〇 〇 〇 ー

プロモーション動画配信 〇 〇 ー ー

プライベートセッション
へのリンク 〇 〇 ー ー

情報の提供

参加申込者⼀覧
（組織名、⽒名、メールアドレス） 〇 〇 ー ー

参加申込者属性情報 〇 〇 〇 〇

イベント全体参加者数 〇 〇 〇 〇

スポンサーセッション聴講者数 〇 〇 〇 〇
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協賛社情報掲載（スポンサーページ）
TOPページ

スポンサーページ

スポンサーブース(拡⼤)

スポンサー
ロゴ⼀覧

プラチナスポンサーの場合
・企業ロゴ
・プロモーション動画

ゴールド、シルバー、ブロンズスポンサーの場合
・企業ロゴ

スポンサーブース展⽰内容
・企業ロゴ・企業名・プロモーションテキスト
・スポンサーが⽤意するプロモーション動画
・スポンサーが⽤意する資料ダウンロードリンク
・スポンサー⾃社で催すセッションへのリンク
・OOD2020スポンサーセッション録画映像へのリンク

9

※スポンサーセッション録画映像リンク以外の
掲載情報の資材につきましては各社でご⽤意い
ただきます。

動画がある場合

動画がない場合

スポンサー
プロモーション動画

本会議休憩中の配信

プラチナスポンサー
・企業ロゴ、CM配信（動画、ス
ライドショー等）

ゴールド、シルバー、ブロンズ
・企業ロゴ

その他特典



―― 協賛規約を必ずご確認の上、お申し込みください ――

協賛規約

1.契約⼿続き
協賛申込の完了をもって出展契約締結となります。
契約締結後の協賛取り消しについては以下の通りになります。

2.協賛契約締結後の協賛取り消しについて
2-1 イベント中⽌による場合

天災、地変、その他不可抗⼒原因により開催が不可能となった
場合は、主催者の判断によって会期を変更もしくは開催を中⽌
することがあります。この場合、主催者は協賛社に対して協賛
⾦の払い戻しを⾏う以外、これにより⽣じる損害、損失につい
て、⼀切の責任は負わないものとします。
なお、協賛⾦返⾦を⾏う場合、返⾦額は中⽌が決まった⽇ま

での経費を算出し、その分を引いた額とします。

2-2 協賛社都合による場合
協賛社の都合で協賛を解約する場合は、必ず⽂書にてその旨を
連絡してください。その際、協賛申込書を受理した⽇を契約⽇
とし、次の取消料を申し受けます。
1.2020年11⽉18⽇までは協賛⾦額の50%（消費税別）
2.それ以降は協賛⾦額の100％（消費税別）

株式会社イーサイド
OOD2020実⾏委員会事務局

出展/協賛の注意事項
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FAX : 03-6435-8790

email: okinawa_openlab@e-side.co.jp
下記の通り申し込みをいたします。

申込締切日 2020年11月18日

□プラチナスポンサー（100万円/1⼝） 本社が沖縄県内の企業、協賛⾦より10万円引き

□ゴールドスポンサー（ 60万円/1⼝） 本社が沖縄県内の企業、協賛⾦より10万円引き

□シルバースポンサー（ 40万円/1⼝） 本社が沖縄県内の企業、協賛⾦より10万円引き

□ブロンズスポンサー（ 10万円/1⼝）

※上記表⽰⾦額は税別となります。

ご協賛⾦額（税別）：￥ （ ⼝）

１）スポンサーセッション：□希望します □希望しません

Okinawa Open Days 2020 運営事務局
担当︓村⼭、加藤、岡崎、荒井（株式会社イーサイド内）

Tel︓ 03-6435-8789    Fax︓03-6435-8790
email︓okinawa_openlab@e-side.co.jp

協賛申し込み

貴社名：
所属部署：
ご担当者⽒名（ふりがな）：
ご住所 ：〒

Tel ：
Email（担当者様）：
URL：

11

mailto:okinawa_openlab@e-side.co.jp

