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■　開催概要

[参加見込]
　400名

[参加費　NIｇｈｔ Session込み]　（未定）
　早期割引 　10,000円　（11月中旬まで）
　通常・当日 12,000円　（11月中旬以降）

[後援]　（予定）
　IPv6 センサネットワーキングコンソーシアム
　IPv6 普及・高度化推進協議会
　IPv6 Forum
インターネットITS協議会

　社団法人 日本ネットワークインフォメーションセンター (JPNIC)
　WIDE Project
　
[協賛]
　一口50万円で、10～15社を募集。
　協賛特典：
　一口につき：
　Night Session における展示ブース1小間

[名称]
　IPv6 Technical Summit 2005

[主催]
　財団法人インターネット協会（IPv6デプロイメント委員会）
　IPv6 Technical Summit 2005 実行委員会
　 実行委員長 金海　好彦 　日本電気株式会社
　 プログラム委員長 石原　清輝 　KDDI株式会社

[日時]
　2005年12月7日（水）　　9:45 - 20:30

[会場]
　パシフィコ横浜　会議センター　
　5階　小ホール（394席シンポジウム形式）
　* Internet Week 2005（JPNIC主催）の一環として開催

[プログラム]　（未定）
　1日間

午前　キーノート、事例セッション1
午後　対談、事例セッション2、パネル
夜　　 Night Session （レセプション併設展示）
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■　開催の狙い

今回のサミットでは技術的な観点から新しい利用分野を紹介しながら、IPv6に携わる多く
の方にとっての問題解決、意見交換の場となるプログラムを提供したいと考えています。

新しい利用領域
・NonPC分野で急がれている技術に焦点

　放送、　工業機械、　防災など

技術的な要求・取り組むべき課題
・ 問題点の相互理解の場として

課題、展開、方向性をまとめる
・ モチベーションと手段の網羅
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■　プログラム 「案」　7月中旬現在

2005年12月7日（水）

パシフィコ横浜　5階　小ホール

　1日間
9:45-10:00  開会の挨拶

10:00-11:00　キーノート　
村井 純　慶應義塾大学　環境情報学部 教授　「予定」

11:00-12:00　事例セッション1
12:00-13:30　昼食
13:30-14:30　対談

江崎 浩東京大学 大学院　情報理工学系研究科 教授　「予定」

企業の代表

14:30-14:40　休憩
14:40-16:00　事例セッション2
16:00-16:15　休憩
16:15-17:45　パネル
17:45-18:00　閉会のご挨拶
18:30-20:30　Night Session （レセプション併設展示）

パシフィコ横浜　3階ラウンジにて

プログラム内容が変更される場合がございますのでご了承下さい。
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■　ベーシックスポンサー　＊限定12社　特典のご案内

1口価格 ： 500,000円　（消費税対象外）

　1）　レセプション会場にて展示スペースのご提供
　　　 スペース ：テーブル1本（W1500XD900XH700mm）、（クロス1枚）
　 　 ご提供物 ：企業名パネル（W900XH200mm ）、コンセント、ネットワーク
　　 開催場所 ：パシフィコ横浜　3階　ラウンジ

　 スケジュール（予定）：14:00-16:00　 設営
　　　　　　　　　　　　　　　　 16:00-17:00   関係者見学

18:30-20:30   Night Session 開催　（レセプション+展示会）
(IPv6 Technical Summit参加者対象）

　　　※　展示説明員は各社2名までとさせていただきます。

　2)　サミット会場、レセプション会場にて主要看板にロゴ掲載

　3）　IPv6 Summit 公式WEB上にロゴ掲載

　4）　当日の配布物、メールによる幅広い告知など、協賛企業の社名掲載

　５）　招待券　１名分
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■　展示会場　パシフィコ横浜　3階ラウンジ

パシフィコ横浜3F

パシフィコ横浜　3階ラウンジ

レイアウト案

2005年12月7日（水）

　14:00-16:00　 設営
16:00-17:00   関係者見学

　19:00-21:00   Night Session
(レセプション併設展示会）

(IPv6 Technical Summit 2005全参加者対象）
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■　基礎小間

Night Session (レセプション) 会場にて展示スペースのご提供

スペース
テーブル1本（W1500XD600XH700mm）
クロス1枚

ご提供物
企業名パネル（W900XH200mm)

　　 コンセント100V1個2口
ネットワーク

開催場所
パシフィコ横浜 3階ﾗｳﾝｼﾞ （320m2）
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■　広告スポンサー　＊限定３社　特典のご案内

1口価格 ： 500,000円　（消費税対象外）

　1）　プロシーディング広告

　　　　プロシーディングとは講師が使用するPPT資料をまとめた冊子のことです。
　　　　参加者全員に配布されます。

　　　　プロシーディング表2広告　1社　
　　　　プロシーディング表3広告　1社
　　　　プロシーディング表4広告　1社

　　　　A4　[4色カラー刷り]　400部作成予定

　　　　※　掲載位置は申込順にて決定いたします。
　　　　※　イラストレーター（.ai）にて完全データのご提供をお願いいたします。
　　　　※　広告データ作成要綱は後日連絡させていただきます。

　2)　サミット会場、レセプション会場にて主要看板にロゴ掲載

　3）　IPv6 Summit 公式WEB上にロゴ掲載

　4）　当日の配布物、メールによる幅広い告知など、協賛企業の社名掲載

　５）　招待券　１名分



99

■　開催実績

Global IPv6 Summit in Japan 
2000年12月18日、19日　大阪国際会議場　
Internet Week の一環として　参加者652名　協賛 3社　
http://www.jp.ipv6forum.com/japanese/top.html

Global IPv6 Summit in Japan 2001
2001年12月3日、4日　 パシフィコ横浜　
Internet Week の一環として　参加者750名　協賛　6社
http://www.jp.ipv6forum.com/2001/top/top-j.html

Global IPv6 Summit in Japan 2002
2002年12月18日､19日　 パシフィコ横浜　
Internet Week の一環として　参加者916名(延べ)　協賛　11社
http://www.jp.ipv6forum.com/2002/ja/index.html
ﾋﾞﾃﾞｵｱｰｶｲﾌﾞ http://www.soi.wide.ad.jp/class/20020035/

Global IPv6 Summit in Japan 2003
2003年12月3日　 パシフィコ横浜　
Internet Week の一環として　参加者375名　協賛　12社
http://www.jp.ipv6forum.com/ja/index.html
http://www.soi.wide.ad.jp/class/20030034/

Asia Pacific IPv6 Summit 2005
2005年2月23日、24日　国立京都国際会館　
APRICOT2005の一環として(公用語英語)  参加者 140名
http://www.apricot.net/apricot2005/ja/v6summit/
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■　ご参考 :　Internet Week　とは

来場者プロフィール

　参加者年齢
20代、30代が8割以上

　・現役のエンジニア・オペレータが集まるイベント

　参加者職種
ネットワーク関連
ISPネットワーク関連
ネットワークエンジニア

　・いわゆるネットワーク技術者が7割近く

Internet Weekは「出会う」「学ぶ」「議論する」場です

インターネットの基盤技術を中心として技術者の皆様に基礎知識や
最新動向を学んで帰っていただき、ご自分のフィールドで生かして
いただくことにより、インターネットの普及・促進・発展を目的としたイベントです。

インターネット技術者(の卵も含む)のためのイベント

Internet Weekはインターネットの技術者、またはこれから技術者を
目指そうとなさっている方向けのイベントです。プログラムによって初心者向き
の内容やディープでコアな内容などをそろえています。基本的に
インターネット基盤技術のイロハがわかっている方を対象としたものが多いです。

Internet Week 2004　開催概要
会　　　　期 2004年11月30日～12月3日
会　　　　場 パシフィコ横浜 会議センター
主　　　　催 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)
共　　　　催 インシデント情報共有・分析センター (Telecom-ISAC Japan)

財団法人インターネット協会(IAjapan)
OSDNジャパン (OSDN-J)
有限責任中間法人 JPCERT コーディネーションセンター (JPCERT/CC)
社団法人日本インターネットプロバイダー協会 (JAIPA)
特定非営利活動法人日本ネットワークセキュリティ協会 (JNSA)
日本UNIXユーザ会 (jus)

協　　　　力 日本ネットワーク・オペレーターズ・グループ (JANOG)
モバイル・コンテンツ・フォーラム (MCF)
WIDEプロジェクト (WIDE)

後　　　　援 総務省、文部科学省、経済産業省
参加者 約7,000名　（延べ）
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■　お申込・お問合せ

・ご協賛方法　
お申込み締切日 8月29日(月）

　　 ご協賛の種別 ： ベーシックスポンサー （展示）　限定12社
： 広告スポンサー　限定３社

　　 協賛方法 　 ： 1口からご協賛金を受付いたします。
　　 1口価格　 　 ： 500,000円　（消費税対象外）
　　 その他 ： 現物提供でのご協賛も受け賜ります。

・協賛のお申し込み 　
別紙　「IPv6 Technical Summit 2005 協賛申込書」 にご記入の上、

　　　　　　　　下記事務局宛てにFAXにてご送信をお願いいたします。（Fax: 03-3585-8162）

・協賛金のお振込み
　 9月中旬より請求書を送付いたします。11月末までに指定口座にお振込み下さい。

（お振込み時期についてはご相談させていただきます）

・お問い合わせ
　 IPv6 Technical Summit 2005 実行委員会事務局　
　　　 担当： Scott Macdonald・大久保いずみ　（株式会社イーサイド）
　　　 email： v6summit2005-office@e-side.co.jp

　　 　 Tel： 03-3585-8161　 Fax： 03-3585-8162 
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■　協賛申込書

IPv6 Technical Summit 2005　協賛申込書 FAX: 03-3585-8162FAX: 03-3585-8162

下記の通り申し込みをいたします。 　　　　申込日　　　　　　　年　　　　月　　　　日

会社名：　 　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

URL：

代表者： 所属部署：

担当者： 所属部署：

所在地：　〒

Tel:　 　　Fax:

email：

ご協賛の種別：　 ベーシック（展示）　□　　広告　□

ご協賛金額：　 　　　　 　　口　　￥ 　 　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　

1口(￥500,000)からお申込みを承ります。（外税）

お問い合わせ
IPv6 Technical Summit 2005 実行委員会事務局
（株式会社イーサイド内）
担当：　スコット、大久保
Tel: 03-3585-8161  Fax: 03-3585-8162
email: v6summit2005-office@e-side.co.jp申込締切日　8月29日（月）

印

印
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