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Global IP Business Exchange 2010 開催趣旨

拝啓貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

米国発の世界金融危機により、先進国経済があえいでいる間も、BRICs等の新興国
における経済は着実に延び続けています 特に 2010年上海万博を契機とした隣国における経済は着実に延び続けています。特に、2010年上海万博を契機とした隣国
中国でのブロードバンド普及は、最新のワイヤレス技術を軸として一気に加速する気
配をみせています。日本で考えている以上に、軽やかに、IPv6による「WirelessBB」
が急拡大する可能性が高いとも言えます。

すでに、旧世代とも言えるIPv4技術だけに依存する事のリスクについて、日本全体で
考え、迅速に、IPv6対応を進めなければなりません。フルIP前提のいわゆるNGN 考え、迅速 、 対応を進めなければなりません。 ル 前提の わゆる
(Next Generation Network)におけるIPv6接続問題についても、一定の結論が見え
ました。

電子政府をはじめとする医療や防災といった公共利用、環境エネルギー分野でのセン
シング、ファシリティマネジメント等に加え、近年では、クラウドやスマートグリッドといっ
た、リッチなアドレス空間を当たり前のように必要とするサービスやソリューションにも
注目が集まっています注目が集まっています。

今回の『Global IP Business Exchange』は、いよいよ現実の厳しい対応が必要とな
るIPv4アドレス枯渇時期が目前に迫り、インターネット産業のこれからの10年について、
真剣に戦略を練り直すべき2010年であることを強く認識しています。アプリケーション
やサービスの分野におけるIP技術の活用拡大を見通し、特に、IPv6テクノロジーの利
用とビジネスの広がりが先行的に有望視される特定分野をテーマにおきながら、セミ
ナーやパネル展示などを通して国内外のビジネスの活性化とインターネット産業のさら
なる発展に寄与してまいります。

つきましては、関係各位のご理解とご協力をいただきたく、ここにお願い申し上げます。

敬具
IPv6普及・高度化推進協議会
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IPv6普及 高度化推進協議会



Global IP Business Exchange 2010  開催概要

名称 Global IP Business Exchange 2010

- IPv6とビジネスの広がりにフォーカスした専門イベント -

(グローバル･アイピー・ビジネス・エクスチェンジ2010）

会期 2010年2月23日(火)

主催 IPv6普及・高度化推進協議会

特別協力 IPv4アドレス枯渇対応タスクフォース

運営 IPv6普及・高度化推進協議会事務局 （株式会社イーサイド内）

後援 総務省(申請予定）、経済産業省(申請予定）、関係業界団体

会場 ベルサール神田

構成内容 カンファレンス、ハンズオンセッション、パネル展示

来場参加費 事前カンファレンス申込：無料 当日カンファレンス申込：2000円（予定）

ハンズオンセッション：有料

来場者数 1,200名（予定） ※参考：前回実績 1,200名

■イベント構成

基調講演･特別講演
最新の技術・市場動向、政策など、産業界・学術会・政界・国際社会からの第一人者にご講演いただ
きます。

パネルディスカッション
基調講演・特別講演を受けて、IPv6の利用が期待される特定分野の専門家をお招きし、現在の状況
や今後の取り組みなどを活発に議論していただきますや今後の取り組みなどを活発に議論していただきます。

パネル展示
ご協賛企業の皆様による製品紹介・サービスやソリューションをパネル・パンフレットにて紹介いただき
ます。

ハンズオンセッション
IPv6普及・高度化推進協議会会員から選出した、優れた専門家が実環境を用いて解説いたします。
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タイムスケジュール（案）

時間 メインプログラム ハンズオンセッション パネル展示

10:00-10:30 基調講演

10:00-17:00 10:00-18:00

10:30-12:00 パネルディスカッション 1

12:00-13:00 特別講演 １

13:00-14:30 パネルディスカッション 2

14:30-15:15 休 憩

15:15-15:30 来賓ご挨拶

15:30-16:00 特別講演 2     

16:00-16:15 休 憩

16:15-18:00 パネルディスカッション 3

※スケジュールの確定は2009年11月を予定しております。
メインプログラム（案）

☆基調講演

小宮山宏氏 （三菱総合研究所理事長、元東京大学総長）のご講演を予定しております。

☆パネルディスカッション 1

「IPv6とクラウドコンピューティング」

「データセンタービジネスの変革に向けたインターネットの責任」

「IPv4アドレス枯渇対応フロントランナー」

の３つのパネルを予定しております。

☆特 講演
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☆特別講演

法人会員企業の中より、役員クラスのご講演を予定しております。



会場へのアクセス会場

●「小川町」駅「B6出口」徒歩2分（新宿線） ●「淡路町」駅「B6出口」徒歩2分（丸ノ内線）
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● 小川町」駅 B6出口」徒歩2分（新宿線） ● 淡路町」駅 B6出口」徒歩2分（丸ノ内線）
●「新御茶ノ水」駅「B6出口」徒歩2分（千代田線） ●「神田」駅「4番出口」徒歩6分（JR線・銀座線）
●「大手町」駅「C1出口」徒歩8分（半蔵門線・東西線・三田線・千代田線）



会場利用計画（案）会場利用計画（案）

【受付】

【展示会場】
【メイン会場】

【ハンズオンセッション会場】
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※会場利用計画は11月頃に決定いたします。



スポンサーシップのご案内

本イベントでは3種類のスポンサーシッププランをご用意いたしました。
皆様のご参加をお待ちしております。
詳細につきましては、営業担当までお問い合わせください。詳細につきましては、営業担当までお問い合わせください。

スポンサーシップ名 スポンサー費用(税別) 募集予定数

プラチナスポンサー ¥ 2,000,000 1社

ゴールドスポンサー ¥ 1,500,000 1社

パネル展示スポンサー ¥ 250,000 10ブース

プラチナ ゴールド 展示

特別講演 ○ ○ ×

■スポンサーメリット一覧 ※詳細は次頁をご覧ください。

※ 募集枠数は、変更になる場合もございますので、予めご了承ください。

特別講演 ○

(12:00-13:00の1枠

講演時間は30分)

○

(15:30-16:00の1枠)

×

パネル展示ブース × × 1ブース

ご招待券 50枚 50枚 10枚

特別講演入場者

データ提供（希望制）

○ ○ ×

データ提供（希望制）

MAIN会場内看板 会社ロゴ(大) 会社ロゴ(大) ×

公式WEBサイト ロゴ(大）

講演内容紹介

貴社HPへリンク

ロゴ(大)

講演内容紹介

貴社HPへリンク

ロゴ（小）

貴社HPへリンク

当日配布プログラム掲載 講演内容紹介

広告1P掲載（表4）

講演内容紹介

広告1P掲載（表3）

社名掲載
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広告1P掲載（表4） 広告1P掲載（表3）



プラチナスポンサーのご案内プラチナスポンサーのご案内

■■限定限定11社募集社募集

11特別講演枠特別講演枠(1(1枠枠/12:00/12:00--13:0013:00 講演時間は講演時間は3030分分))をご提供をご提供

スペシャルメリットスペシャルメリット

プ ト ケ グプ ト ケ グ

1.1.特別講演枠特別講演枠(1(1枠枠/12:00/12:00--13:0013:00 講演時間は講演時間は3030分分))をご提供をご提供

※ ※※ ※同時通訳ブースのご用意は出来ません。同時通訳ブースのご用意は出来ません。

2.2.上記ご講演入場者データのご提供上記ご講演入場者データのご提供

※※データはパーミッションのとれているデータに限ります。データはパーミッションのとれているデータに限ります。

※※個人情報に関する同意書を事前にご提出頂きます。個人情報に関する同意書を事前にご提出頂きます。

3.3.プラチナスポンサーのお名前で軽食を参加者にご提供（最大プラチナスポンサーのお名前で軽食を参加者にご提供（最大500500食）食）

1.1.イベント各種印刷物へのロゴ及び社名掲載イベント各種印刷物へのロゴ及び社名掲載

2.2.イベントイベントWEBWEBサイトでのロゴ及び社名掲載サイトでのロゴ及び社名掲載

3.3.イベントイベントWEBWEBサイトでの貴社ご講演概要の掲載サイトでの貴社ご講演概要の掲載

4.4.イベントイベントWEBWEBサイトから貴社ご指定のサイトへリンクサイトから貴社ご指定のサイトへリンク

55ご招待券ご招待券((会期期間中有効会期期間中有効))をを5050枚ご提供枚ご提供

プレイベントマーケティングプレイベントマーケティング

1.1.当日配布プログラムでの貴社ご講演概要の掲載当日配布プログラムでの貴社ご講演概要の掲載

2.2.当日配布プログラムでの広告無料掲載（表当日配布プログラムでの広告無料掲載（表44を予定、原稿はご提供願います）を予定、原稿はご提供願います）

3.3.特別講演会場における看板へのロゴ掲載特別講演会場における看板へのロゴ掲載

オンサイト・マーケティングオンサイト・マーケティング

5.5.ご招待券ご招待券((会期期間中有効会期期間中有効))をを5050枚ご提供枚ご提供

スポンサー費用：￥スポンサー費用：￥2,000,0002,000,000円円((税別税別))
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ゴールドスポンサーのご案内ゴールドスポンサーのご案内

■■限定限定11社募集社募集

11特別講演枠特別講演枠(1(1枠枠/15:30/15:30--16:00)16:00)をご提供をご提供

スペシャルメリットスペシャルメリット

プ ト ケ グプ ト ケ グ

1.1.特別講演枠特別講演枠(1(1枠枠/15:30/15:30--16:00)16:00)をご提供をご提供

※ ※※ ※同時通訳ブースのご用意は出来ません。同時通訳ブースのご用意は出来ません。

2.2.上記ご講演入場者データのご提供上記ご講演入場者データのご提供

※※データはパーミッションのとれているデータに限ります。データはパーミッションのとれているデータに限ります。

※※個人情報に関する同意書を事前にご提出頂きます。個人情報に関する同意書を事前にご提出頂きます。

3.3.ゴールドスポンサーのお名前で飲み物を参加者にご提供（最大ゴールドスポンサーのお名前で飲み物を参加者にご提供（最大500500杯）杯）

1.1.イベント各種印刷物へのロゴ及び社名掲載イベント各種印刷物へのロゴ及び社名掲載

2.2.イベントイベントWEBWEBサイトでのロゴ及び社名掲載サイトでのロゴ及び社名掲載

3.3.イベントイベントWEBWEBサイトでの貴社ご講演概要の掲載サイトでの貴社ご講演概要の掲載

4.4.イベントイベントWEBWEBサイトから貴社ご指定のサイトへリンクサイトから貴社ご指定のサイトへリンク

55ご招待券ご招待券((会期期間中有効会期期間中有効))をを5050枚ご提供枚ご提供

プレイベントマーケティングプレイベントマーケティング

1.1.当日配布プログラムでの貴社ご講演概要の掲載当日配布プログラムでの貴社ご講演概要の掲載

2.2.当日配布プログラムでの広告無料掲載（表当日配布プログラムでの広告無料掲載（表33を予定、原稿はご提供願います）を予定、原稿はご提供願います）

3.3.特別講演会場における看板へのロゴ掲載特別講演会場における看板へのロゴ掲載

オンサイト・マーケティングオンサイト・マーケティング

5.5.ご招待券ご招待券((会期期間中有効会期期間中有効))をを5050枚ご提供枚ご提供

スポンサー費用：￥スポンサー費用：￥1,500,0001,500,000円円((税別税別))
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パネル展示スポンサーのご案内パネル展示スポンサーのご案内

１１A0A0パネル（パネル（W840*H1188W840*H1188））11枚を作成 終了後お持ち帰りいただけます枚を作成 終了後お持ち帰りいただけます

スペシャルメリットスペシャルメリット

プ ト ケ グプ ト ケ グ

１１.A0.A0パネル（パネル（W840*H1188W840*H1188））11枚を作成。終了後お持ち帰りいただけます。枚を作成。終了後お持ち帰りいただけます。

（原稿はご用意ください）（原稿はご用意ください）

2.2.テーブルテーブル11台を用意（台を用意（W1800W1800）。資料をお持込いただき、ご自由に置くことが可能。）。資料をお持込いただき、ご自由に置くことが可能。

※※電源・イス・ネットワーク環境の用意はできません。予めご容赦ください。電源・イス・ネットワーク環境の用意はできません。予めご容赦ください。

3.3.社名板（社名板（W900*H200W900*H200 社名のみスミ文字）を社名のみスミ文字）を11枚ご提供。枚ご提供。

4.4.ご招待券（会期期間中有効ご招待券（会期期間中有効))をを1010枚ご提供枚ご提供

1.1.イベント各種印刷物への社名掲載イベント各種印刷物への社名掲載

2.2.イベントイベントWEBWEBサイトでのロゴ掲載サイトでのロゴ掲載

3.3.イベントイベントWEBWEBサイトから貴社ご指定のサイトへリンクサイトから貴社ご指定のサイトへリンク

プレイベントマーケティングプレイベントマーケティング

1.1.当日配布プログラムでの社名掲載当日配布プログラムでの社名掲載

2.2.パネル展示スペースパネル展示スペース11ブース分ご提供ブース分ご提供

※※展示場所に関しましては、先着順で割り当てさせていただきます。展示場所に関しましては、先着順で割り当てさせていただきます。

※1※1社で複数の申し込みも可能です。ただし割引はございません。社で複数の申し込みも可能です。ただし割引はございません。

オンサイト・マーケティングオンサイト・マーケティング

複数 し込 し ざ複数 し込 し ざ

スポンサー費用：￥スポンサー費用：￥250,000250,000円円((税別税別))
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Global IP Business Exchange 2010 スポンサーシップ申込書

フリガナ

■出展社情報 ※各種印刷物・Webなどへ掲載用の社名をご記入ください

Global IP Business Exchange 2010 運営事務局 担当者宛 FAX：03-3585-8162

申込日： 年 月 日

申込締切：2010年1月20日(火)

フリガナ

出展社名

出展社名(英語表記)

会社名

部署 役職

■責任者

氏名 （印） email

住所 〒

TEL FAX

会社名

■事務担当者 ※事務局からの連絡および請求書送付をいたします。責任者と同じ場合は記入不要です。

部署 役職

氏名 email

住所 〒

TEL FAX

■ご希望のスポンサーシップに○記し、数量をご記入ください。（パネル展示のみ複数申込が可能です）

○ アイテム名 費用 数量 金額(費用×数量)

プラチナスポンサー ￥ 2,000,000- 1

ゴールドスポンサー ￥ 1,500,000- 1

パネル展示スポンサー ￥ 250,000-

小計

消費税(5%)

合計

※本お申込書提出により枠の正式確保となります。提出後は100％のキャンセル料が発生いたします。
※本お申込書ご提出後の担当者・住所変更などは下記までご連絡ください。
■ 個人情報のお取り扱いについて
-ご記入いただいた情報をもとに、当社が取扱うIT関連の会議、展示会、イベントおよび関連するマーケティングサービスのご案内
を差し上げることがございますが、お客様のご承諾がない限り、登録された個人情報を第三者に開示･提供いたしません。
-ご案内送付などの為に当社が選定した企業へお客様の情報の取り扱いを業務委託する場合がございますので予めご了承くださ

■お問い合わせ
Global IP Business Exchange 2010 運営事務局 株式会社イーサイド内 担当：木田/大里
TEL：03-3585-8161 FAX：03-3585-8162 Email：bizex2010-sec@e-side.co.jp

事務局

記入欄

受理日 担当者 承認 備考

案内送付など 為 当社が選定した企業 お客様 情報 取り扱 を業務委託する場合が ざ ます で予 了承くださ
い。その際、委託先が個人情報の適切な取り扱いを行うように管理いたします。


