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開催趣意書 
updated at 2021/01/22 



開催趣旨

Agile Tech EXPO は、アジャイル開発を実践している
方々、アジャイルに興味がある方々に向け、マインドやフ
レームワークに加えて、技術の最新動向をお届けするカン
ファレンスです。 

全世界どこからでも無料で参加ができ、エンジニアに留ま
らず、どんな職種の方でもどんな業界の方でも、学生も
ユーザーも、どなたでもご参加いただける、交流の場を目
指しています。アジャイルを一緒に勉強したい方、体験した
い方、お気軽にご参加ください。 

一緒に新しい学びの空間を創っていきましょう。 



開催概要

イベント名  　Agile Tech EXPO 

テーマ     - New Normal Agile Episode 1 - 

開催日時  　2021年01月23日（土）9:50〜17:00（9:30開場） 

ウェブサイト  　https://202101.agiletechexpo.com/  

会場  　オンライン (Zoom, Discordなど）  

想定参加者数  　500-1,000名 

参加費用  　無料 

主催 

　Agile Tech EXPO Organizers 
　　・上野 彩子　・北原 達也　・小坂 淳貴　　 
　　・小林 幹門　・関 満徳　　・チャンドラー 彩奈 　　 

https://2021.agiletechexpo.com/


年間開催予定

　2021年のAgile Tech EXPO は1月、7月の2回を 
開催予定としております。 

　また、プレイベント・アフターイベントとして、Agile Tech 
EXPO miniを不定期で開催いたします。 



スピーカー

橋本善久 さん 
株式会社時空テクノロジーズ 代表取締役CEO 
株式会社ライフイズテック 取締役 
元 株式会社スクウェア・エニックス CTO

❏ キーノート 



スピーカー

❏ 企画セッション 

湊川あいさん 

IT漫画家 

青山真也さん 

CyberAgent 
KaaS Product Owner,  
Developer Experts  

小田中育生さん 

ナビタイムジャパン 
VP of Engineering 

伊藤望さん 

TRIDENT 
代表取締役 

常盤木龍治さん 

EBILAB 
取締役 ファウンダー 最高戦略
責任者 最高技術責任者 エバ
ンジェリスト

湯前慶大さん 

アカツキ 
Executive Leadership 
Team,Chief of Staff,Games & 
VP of Engineering  

 



タイムテーブル

Zoom1  Zoom2 

9:30-9:50 Zoom Open 

9:50-10:00 Opening 

10:00-10:45 Keynote 橋本善久さん 

11:00-11:20 常盤木さん  青山さん 

11:25-11:45 mediba  マイクロソフト 

12:00-12:30 あじゃてく Lightning Talks 

12:30-13:30 Lunch Break 

13:30-14:00 あじゃてく Lightning Talks 

14:00-14:20 湯前さん  湊川さん 

14:25-14:45 ゆめみ  永和システムマネジメント 

15:00-15:20 小田中さん  伊藤さん 

15:25-15:45 ギルドワークス  楽天 

15:45-16:00 Closing 

16:10-17:00 Networking 



参加対象者

アジャイル導入を検討している方、実践中の方、 
アジャイルに興味がある方の参加を想定しています。 

‣ エンジニア、アーキテクト 
‣ プロダクトオーナー、プロダクトマネージャー 
‣ プロジェクトマネージャー 
‣ スクラムマスター、アジャイルコーチ 
‣ マネージャー、リーダー 
‣ 経営者 
‣ 人事、総務、営業、マーケティング部門など 
‣ 学生 

オンラインでの開催のため、日本中、世界中、どこからでもご参加い
ただけます。 



協賛メニュー

  Gold  Silver   Logo  

募集数 
6 

募集終了 
10 

募集終了 
無制限

20分のセッション枠  ✓  -  - 

５分のライトニングトーク枠  -  ✓  - 

３件の採用募集リンク掲載（ウェブサイト）  ✓  ✓  -

バナー広告（ウェブサイト）  ✓  ✓  -

ロゴ掲示（ウェブサイト & Zoomバーチャル背景） 
✓ 

(大) 
✓ 

(中)  

✓ 
(小) 

Discord　テキストチャンネル提供  ✓  ✓  ✓ 

協賛費用（税別）  30万円 15万円  5万円 



Discordテキストチャンネルについて

協賛にお申込いただいた企業様には、専用のDiscordテキストチャン
ネル（オンラインブース）をご提供いたします。 

貴社の製品・サービスやテックブログなどのご紹介、参加者の質疑
や交流にご活用ください。 

開催月まで常時ご利用いただけるほか、Agile Tech EXPO  miniの参
加者に向けてもPRにお使いいただくことができます。 

 

 

専用のDiscordテキストチャンネル（オンラインブース）の 
開設期間はお申込後準備でき次第～2021/01/31となります。 



前夜祭について

本番前日に、前夜祭を開催致します。 

‣ Discordテキストチャンネル（オンラインブース）ツアーも 
実施いたします。 

‣ その場にいらっしゃったスポンサー様には一言ご紹介 
いただく予定です。是非お越しいただけたらと存じます。 

‣ もしいらっしゃらなかった場合は、運営メンバーが代わりに 
ご紹介させていただきます。 

日時: 2021年01月22日(金) 18:00 - 19:30 
場所: Zoom 
内容: Discordテキストチャンネル（オンラインブース）ツアー 

参加者交流会（ブレイクアウトで少人数で交流） 

 



注意事項確認書
1. 協賛スポンサー社名について  

協賛申込時に記入された協賛社名は、本イベントの告知広告、公式Webサイト、投影資料などに掲載される場合があります。  
必ず正式社名(または団体名）をご記入ください。  

 
2. 協賛スポンサー契約の成立について  

協賛社が協賛申込を提出し、主催者がそれを受理した日をもって、協賛契約の成立とします。  
 

3. キャンセルについて  
開催日まで日程が迫っていることもあり、お申込後の取消は、原則お受けいたしかねます。  

　　お申込後に取消があった場合は申込総額の100％のキャンセル料を申し受けますのでご了承ください。  
 

4. スポンサーご協賛費のお支払いについて  
協賛お申込後、各スポンサー様へご請求書を送付させていただきます。お振込手続きをお願いいたします。  
 
■お支払期日： 2021年01月29日(金）  
※お支払は、銀行振込にてお願いいたします。また、振込手数料は、貴社ご負担でお願いいたします。  
 

5. 開催の中止について  
不測の事態により、イベントの開催が困難な状況が発生した場合は、主催者の判断によって会期の変更、もしくは開催を中止することがあります。  
主催者はこれによって生ずる損害、費用の増加、その他の責任を一切負わないものとします。  
 

6. 損害賠償責任について  
主催者は、理由の如何を問わず、協賛社及びその関係者が、協賛することを通じて被った人身及び財物に対する障害、損害等に対して  

　　一切の責任を負いません。  
主催者は本イベントにおける一切の制作物の中に生じた誤字、脱字に関する責任は負わないものとします。  
 

7. 写真・ビデオ撮影について  
本イベントにおける写真・録画・ビデオ撮影等は記録のために行っております。  
Web等に掲載する可能性がありますので、予めご了承ください。  
オンライン開催の性質上、当日参加者の端末上で録画・スクリーンショット取得が行えてしまうことを予めご了承ください。  
 

8. ご提供いただく個人情報について  
ご提供いただく個人情報は以下の目的にのみ利用し、それ以外での利用目的の合理的な範囲を超えて利用いたしません。  
・スポンサーメニューに関する内容確認のご連絡  
・本イベントの運営・進行  
・取得情報に関するお問合わせへの対応、必要事項のご連絡  

 
 
 
 

スポンサー数には限りがあるため、お申込先着順とさせていただきます。 
今回の剰余金は Agile Tech EXPO Organizersで保持し、コミュニティの継続的な活動の
為に活用させていただきます。 



注意事項確認書
● 暴排条項 

以下のいずれにも該当しないことを表明する。  

1) 暴力団（その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれがある団

体をいう。以下、同じ。）  

2) 暴力団員（暴力団の構成員をいう。以下、同じ。）  

3) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者。  

4) 暴力団員準構成員（暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、又は暴力

団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下、同じ。）  

5) 暴力団関係企業（暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行

うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しく

は運営に協力している企業をいう。）  

6) 総会屋等（総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をい

う。） 

7) 社会運動等標ぼうゴロ（社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活

の安全に脅威を与える者をいう。）  

8) 特殊知能暴力集団等（上記各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的繋がりを有し、構造的な不正の

中核となっている集団または個人をいう。）  

スポンサー数には限りがあるため、お申込先着順とさせていただきます。 
今回の剰余金は Agile Tech EXPO Organizersで保持し、コミュニティの継続的な活動の
為に活用させていただきます。 



Agile Tech EXPO New Normal Agile - Episode １ - 協賛申込書

Googleフォームからのお申込（https://forms.gle/PbhZQhkAzuf3F3o89）が難しい場合は、
下記フォームに必要事項をご記入のうえ、Eメールでお申し込みください。（info@agiletechexpo.com）

■お申し込み内容

■スポンサー名　※公式サイトなどへの掲載用名称をご記入ください。

■ご担当者　※事務局からの連絡および請求書送付となるご担当者の情報をご記入ください。

＜備考＞
　申込書受領後、事務局よりEメールにて受領の連絡および今後のスケジュールをご案内させていただきます。
　請求書をEメールにて送付いたしますので、期日までにお支払いをお願いいたします。請求書の郵送が必要な場合は、その旨ご連絡ください。

フリガナ

会社／団体名

ロゴ掲載転送先URL

請求書発行宛先
会社／団体名

ご担当者名

ご担当者所属 ご担当者役職

請求書送付メールアドレス

請求書記載先住所 〒

ご担当者連絡先TEL

ご協賛メニュー

ご協賛費

https://forms.gle/PbhZQhkAzuf3F3o89
mailto:info@agiletechexpo.com


今回参加申込者の傾向（2021/01/22時点）

ポジション※重複含む（人数）

経営者

一般社員

マネージャー

リーダー

個人事業主

学生

教職／研究職

その他

派遣／常駐／契約社員

職種 ※重複含む（人数）
プロダクトオーナー

プロジェクトマネージャー

スクラムマスター

エンジニア

人事、総務、営業

マネジメント

その他



前回参加申込者の傾向（2020/10/01時点）

職種 ※重複含む（人数）
プロダクトオーナー

プロジェクトマネージャー

スクラムマスター

エンジニア

人事、総務、営業

マネジメント

その他

ポジション※重複含む（人数）

経営者

一般社員

マネージャー

リーダー

個人事業主

学生

教職／研究職

その他

派遣／常駐／契約社員



連絡先等

 

 

 

 

 

Agile Tech EXPO Organizers（エクスパッション合同会社内） 
〒150-0044 
東京都渋谷区円山町5番5号 Navi渋谷Ⅴ 3階 

お問い合わせEmail info@agiletechexpo.com 
 

協賛申込フォーム https://forms.gle/PbhZQhkAzuf3F3o89
Website https://202101.agiletechexpo.com/
Facebook https://www.facebook.com/AgileTechEXPO/
Twitter https://twitter.com/AgileTechEXPO/
note https://note.com/agiletechexpo/
connpass https://agiletechexpo.connpass.com/
YouTube https://bit.ly/3937JZd
Podcast https://anchor.fm/agiletechexpo/

mailto:info@agiletechexpo.com
https://forms.gle/PbhZQhkAzuf3F3o89
https://2020.agiletechexpo.com/
https://www.facebook.com/AgileTechEXPO/
https://twitter.com/AgileTechEXPO/
https://note.com/agiletechexpo/
https://agiletechexpo.connpass.com/
https://bit.ly/3937JZd
https://anchor.fm/agiletechexpo/

