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AWS Summit は、クラウドコンピューティングコミュニティが

一堂に会して、アマゾンウェブサービス (AWS) に関して学習し、

ベストプラクティスの共有や情報交換ができるイベントです。

2022年は世界の主要地域で開催され、あらゆる業界や学習レベル

の技術者にご参加いただき、AWS を利用することで自社のビジネ

スをいかに迅速に革新し、柔軟で信頼性の高いソリューションを

大規模に構築できるかを発見する機会をご提供いたします。

日本では、 2022年5月25日（水）、26日（木）にオンラインイベ

ントとして開催いたします。20,000人以上のデベロッパーや IT プ

ロフェッショナル、ビジネスリーダーなどが、AWS の最新情報を

含むビジネスセッションおよびテクニカルセッションに参加し、

AWS やスポンサー企業様、お客様による最新の AWS 関連ソリュー

ションと事例をご紹介いたします。

イベント概要

© 2022, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.
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2 0 2 1年ハイライト

日程
ライブ配信：5月11日（火）、12日（水）

オンデマンド配信：5月13日（木）～31日（月）

セッション

基調講演（5月11日・12日）

AWSセッション：65

事例セッション：50

エグゼクティブセッション：4

パートナーセッション：30

公式サイト https://aws.amazon.com/jp/events/summits/online/japan/

35,598人

12,883人

ライブ配信の
のべ視聴者数

オンデマンド配信の
のべ視聴者数

91%
アジェンダや

コンテンツに満足

149
ブレイクアウト
セッション数

1,484人
パートナーセッションの
平均ユニーク視聴者数

95%
今後も参加したい

2022

スポンサー31社様

スポンサーシップパッケージ開催概要 募集要項詳細情報 スポンサーお申込み

https://aws.amazon.com/jp/events/summits/online/japan/
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開催概要

ライブ配信 (5/25-26)

のべ視聴者数

150+
セッション スポンサーシップ

パッケージ

30
AWS パートナー
セッション

2
基調講演

2022年5月25日 (水)、26日 (木) 開催

オンデマンド配信：
2022年5月27日 (金) ～ 6月30日 (木)

2つの基調講演
150以上のブレイクアウトセッション

2日間の のべ視聴者数 35,000名以上（予定）

Day1 の基調講演はビジネス層のお客様向けに、Day2 は技術者様向けにお届け

いたします。また、150以上のセッションには、 AWS セッション、お客様事例

セッション、AWS パートナーセッションによる AWS 導入支援や活用法、事例

を紹介するセッション、はじめて AWS Summit にご参加の方でもお楽しみいた

だける 8つのスペシャルセッションなどを中心に、ご自分の AWS 活用レベルと

目的に沿って好きな時間に知識を得ることができます。

5月25日と 26日には、Ask an Expert や Ask the Speaker、はじめてのクラウド

相談といった Live Chat Day を開催し、お客様と双方向にコミュニケーション

することができます。また、”Fun” な企画として Dev Zone では、DeepRacer 

League や Live Codingを実施いたします。

全期間を通してセッション参加毎にポイントを獲得し、規定のポイントに達する

と、AWS Summit 参加証明書をご提供いたします。

スポンサーシップパッケージ開催概要 募集要項詳細情報 スポンサーお申込み

https://airtable.com/shr8shPDqKR94pCMY
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22%

30%
27%

21%

1 人-99 人 100 人-999 人 1,000 人-9,999 人 10,000 人以上

企業規模

2021年 AWS Summit Online JAPAN 実績

業種トップ 5 企業タイプトップ 5職種トップ 5

1. 開発者/エンジニア

2. セールス/マーケティング

3. IT 専門家または技術管理職

4. ソリューション/システムアーキテクト

5. IT または企業幹部

1. ソフトウェア＆インターネット

2. コンピューター＆エレクトロニクス

3. 製造

4. 通信

5. 金融サービス

1. エンタープライズ

2. スモール & ミディアムビジネス

3. その他

4. ISV

5. デジタルネイティブ企業

参加者属性

34%

15%
12%

26%

13%

AWS を評価中
または試験中

AWS で開発/

テストワーク
ロードを実行

現在は AWSを
利用していない

AWS でプロダク
ションワーク
ロードを実行

AWS の利用状況

AWS で複数の
プロダクション

ワークロードを実行

スポンサーシップパッケージ開催概要 募集要項詳細情報 スポンサーお申込み
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2 0 2 2年の見どころ

Day2 基調講演
グローバルスピーカー調整中
お客様スピーカー調整中
※画像は AWS Summit Online Japan 2021 より

Day1 基調講演
アマゾンウェブサービスジャパン合同会社
代表執行役員社長 長崎忠雄
お客様スピーカー調整中

6 スペシャルセッション + クロージング、電笑戦
キーノート会場からそのままお届け！AWS の今がわかる６のライブセッション、パワーアップした
電笑戦、クロージングセッション

DevZone
Developer 向けにライブコーディ
ング、ライブアーキテクティング、
ライブQAを開催

AWS 認定
Training & Certification Zoneにて、各種AWS

認定に役立つ情報を提供

AWSome Day
AWS 初心者向け人気コンテンツのAWSome Day

を Day1に開催&単体でライブ配信日を予定

30 パートナーセッション
「お客様がいま抱えているさまざまな課題とこれから
の挑戦を、AWS パートナーと共にサポートする」を
テーマに、実績と経験が豊富な AWS パートナー各社
より、幅広いトピックのセッションをお届け

50 事例セッション
直近の導入事例の中から、幅広い業種、企業規模の
お客様が自社の課題に対してどのように AWS を活
用し、解決する事が出来たのかを技術面、ビジネス
面の両面からご紹介

65 AWS セッション
注目の AWS サービスを網羅し、これから AWS 

を導入する方や経験者の方へ向けて、効果的な
AWS の活用方法を分かりやすく解説

4 エグゼクティブ
セッション
経営層に関心の高いテーマをご紹介

パートナー
ソリューション

スポンサーシップパッケージ開催概要 募集要項詳細情報 スポンサーお申込み

https://airtable.com/shr8shPDqKR94pCMY
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スポンサーシップパッケージ

AWS Summit は、すでに AWS をお使いの方やクラウドに興味を

持ったばかりの方が、クラウドテクノロジーを学び、多くの企業

の AWS 活用事例を知り、自社の取り組みに活用いただくイベント

です。

多様な参加者のニーズに応えるために、2022年は2つのスポサー

シップパッケージをご用意しました。

セッションスポンサーは、セッションやコンテンツで AWS の導入

支援や AWS 関連サービスの活用法、お客様事例など課題解決のた

めのヒントをご提供します。さらにテーマスポンサーは、特定の

テーマに関するサービスやソリューションパッケージを特集し、

クラウドをすぐに安心してお使いいただけるパートナーソリュー

ションをご紹介いたします。

トップページイメージ

※本資料に記載の内容やイメージは変更になる場合がございます

「パートナーソリューション」
のサブメニューの掲載イメージ

セッションスポンサー（表示名称は検討中）

すぐに使える SaaS ビジネスアプリ

まかせて安心！クラウド導入パッケージ

セッション
スポンサー

テーマ
スポンサー

テーマ
スポンサー

メニューバーやトップページから
各スポンサーパッケージへ誘導

スポンサーシップパッケージ開催概要 募集要項詳細情報 スポンサーお申込み

https://airtable.com/shr8shPDqKR94pCMY
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スポンサーシップパッケージ

パッケージ セッションスポンサー テーマスポンサー

タイプ／テーマ プラチナ ゴールド
SaaS ビジネス

アプリケーション
中堅中小企業向けクラウド

導入パッケージ

募集予定数 10 
Invitation Only

20 10 10

協賛金額
¥5,000,000

$48,000

¥3,000,000

$29,000

¥800,000

$7,700

¥800,000

$7,700

講演

• 30 分間のブレイクアウトセッション（事前収録）
• 収録済みセッションをライブとビデオ・オン・デマンド (VOD) で同時配信
• 講演資料のダウンロード
• Ask the Speaker（ライブ配信時のチャットによるセッションQ&A）

● ● - -

スポンサー
ランディング

ページ

• ランディングページ：1 つ
• 掲載アセット数：資料または動画を合計 6 種類まで
• オリジナルのヘッダー画像やウェルカムビデオ、ロゴ、会社情報の掲載

● ● - -

• ランディングページ：1 つ
• 掲載アセット数：資料または動画を合計 4 種類まで
• オリジナルのヘッダー画像やウェルカムビデオ、ロゴ、会社情報の掲載

- - ● ●

ブランディング
＆

プロモーション

• イベント公式Web サイトのスポンサー一覧ページ / AWS Summit Online 

にロゴ掲載
• 基調講演の前後にスポンサーロゴ一覧を投影
• 登録者向けパートナーエンゲージメントガイドへのロゴと情報の掲載 ● ●

● ●

• AWS Summit Online にバナー広告を掲載
• セッションダイジェスト動画/セッションレポートへのロゴ掲載 - -

リードジェネ
レーション

• 提供に関して同意済みで、自社のセッションページまたはランディング
ページの来訪者の連絡先情報の提供

● ● ● ●

プラチナ
ベネフィット

• セッションのライブ配信時間/関連付ける AWS セッションの優先選択権
• スポンサー一覧ページの上部に特大サイズのロゴ掲載
• イベント告知メールにロゴ掲載
• パートナーエンゲージメントガイド/セッションダイジェスト動画/セッ
ションレポートでハイライト

• プッシュ通知でセッションまたはスポンサーランディングページへ誘導
• フォローアップイベント情報のプロモーション

● - - -

各パッケージの詳細は次ページ以降をご確認ください ➡

スポンサーシップパッケージ開催概要 募集要項詳細情報 スポンサーお申込み

https://airtable.com/shr8shPDqKR94pCMY
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セッション
スポンサー

テーマ
スポンサー

テーマ
スポンサー

トップページ

セッションページセッション一覧

セッションスポンサー一覧

セッションスポンサー

プラチナ & ゴールド

掲載イメージ

ランディングページ

※本資料に記載の内容やイメージは変更になる場合がございます

セッション

コンテンツ（6種類まで掲載可能）

メニューバーやトップページから
セッションおよびスポンサー一覧へ誘導

スポンサーシップパッケージ開催概要 募集要項詳細情報 スポンサーお申込み

https://airtable.com/shr8shPDqKR94pCMY
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• イベント公式 Web サイトのスポンサー一覧ページ

や AWS Summit Online でのロゴ掲載

• AWS Summit Online にバナー広告を掲載

• 基調講演の前後にスポンサーロゴ一覧を投影

• 登録者向けのパートナーエンゲージメントガイドや

セッションダイジェストビデオ、セッションレポー

トへのロゴ掲載

• スポンサー専用のご案内ツールキットの提供

ブランディング ＆ プロモーション

セッションスポンサー

プラチナ |  ¥5,000,000／$48,000

• 30 分間のブレイクアウトセッション（事前収録）
• 発表コンテンツは AWS によるコンテンツレビュー

の対象となります

• 登壇許諾書の代わりに、イベント参加登録時に

AWS イベント規約へ事前に同意いただきます

• 収録済みセッションをライブとビデオ・オン・

デマンド (VOD) で同時配信
• 2022年5月25日の基調講演後に、時間帯を分けて

事前収録セッションをライブ配信

• ライブ配信時は、フィーチャリングセッション

として誘導

• スポンサーランディングページから VOD でも視聴

可能

• 講演資料のダウンロード

• Ask the Speaker（ライブ配信時のチャットによる

セッションQ&A）

• ランディングページを１つ提供
• オリジナルのヘッダー画像とウェルカムビデオを

掲載

• 自社セッションの VOD 配信

• 資料または動画を6種類まで掲載可能

• 会社情報やソリューション紹介、取得済みAWS 

コンピテンシーの掲載

• 掲載コンテンツや画像はすべて AWS による

コンテンツレビューの対象となります

• 掲載する動画や画像、コンテンツをご提供ください

• 提供に関して同意済みで、自社のセッションページ

またはランディングページの来訪者の連絡先情報の

提供

• バーチャルイベント期間中（2022年5月25日、26日）

およびオンデマンド配信期間中（2022年5月27日～

6月30日）が対象

講演 スポンサーランディングページ

リードジェネレーション

スポンサーシップパッケージ

募集予定数：10社（Invitation Only）

スポンサーシップパッケージ開催概要 募集要項詳細情報 スポンサーお申込み
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• セッションのライブ配信時間/関連付ける AWS 

セッションの優先選択権

• スポンサー一覧ページの上部に特大サイズのロゴ掲

載（ Global Summit Sponsor が最優先）

• イベント告知メールにロゴ掲載

• パートナーエンゲージメントガイド/セッションダ

イジェスト動画/セッションレポートでハイライト

• プッシュ通知でセッションまたはスポンサーラン

ディングページへ誘導

• セッションのライブ配信時に通知を表示

• フォローアップイベント情報のプロモーション

プラチナベネフィット

スポンサーシップパッケージ

募集予定数：10社（Invitation Only）

セッションスポンサー

プラチナ |  ¥5,000,000／$48,000

スポンサーシップパッケージ開催概要 募集要項詳細情報 スポンサーお申込み
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セッションスポンサー

ゴールド | ¥3,000,000／$29,000

スポンサーシップパッケージ

募集予定数：20社

• イベント公式 Web サイトのスポンサー一覧ページ

や AWS Summit Online でのロゴ掲載

• AWS Summit Online にバナー広告を掲載

• 基調講演の前後にスポンサーロゴ一覧を投影

• 登録者向けのパートナーエンゲージメントガイドや

セッションダイジェストビデオ、セッションレポー

トへのロゴ掲載

• スポンサー専用のご案内ツールキットの提供

ブランディング ＆ プロモーション

• 30 分間のブレイクアウトセッション（事前収録）
• 発表コンテンツは AWS によるコンテンツレビュー

の対象となります

• 登壇許諾書の代わりに、イベント参加登録時に

AWS イベント規約へ事前に同意いただきます

• 収録済みセッションをライブとビデオ・オン・

デマンド (VOD) で同時配信
• 2022年5月25日の基調講演後に、時間帯を分けて

事前収録セッションをライブ配信

• ライブ配信時は、フィーチャリングセッション

として誘導

• スポンサーランディングページから VOD でも視聴

可能

• 講演資料のダウンロード

• Ask the Speaker（ライブ配信時のチャットによる

セッションQ&A）

• ランディングページを１つ提供
• オリジナルのヘッダー画像とウェルカムビデオを

掲載

• 自社セッションの VOD 配信

• 資料または動画を6種類まで掲載可能

• 会社情報やソリューション紹介、取得済みAWS 

コンピテンシーの掲載

• 掲載コンテンツや画像はすべて AWS による

コンテンツレビューの対象となります

• 掲載する動画や画像、コンテンツをご提供ください

講演 スポンサーランディングページ

リードジェネレーション

• 提供に関して同意済みで、自社のセッションページ

またはランディングページの来訪者の連絡先情報の

提供

• バーチャルイベント期間中（2022年5月25日、26日）

およびオンデマンド配信期間中（2022年5月27日～

6月30日）が対象

スポンサーシップパッケージ開催概要 募集要項詳細情報 スポンサーお申込み

https://aws.amazon.com/jp/events/terms/
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セッション
スポンサー

テーマ
スポンサー

テーマ
スポンサー

テーマスポンサー①一覧

テーマスポンサー

掲載イメージ

※本資料に記載の内容やイメージは変更になる場合がございます

テーマスポンサー②一覧

テーマごとに一覧を分けて掲載予定

トップページ

ランディングページ

コンテンツ（4種類まで掲載可能）

メニューバーやトップページから
各テーマスポンサーの一覧へ誘導

スポンサーシップパッケージ開催概要 募集要項詳細情報 スポンサーお申込み
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スポンサーシップパッケージ

応募条件
• AWS セレクトティアサービスパートナーの Confirmed 以上（AWS セレクトコンサルティングパートナー以上）もしくは、

ソフトウェア所有パートナーの Confirmed 以上

• 上記のテーマに沿ったサービス・パッケージを提供している（ご協賛申込時に審査があります）

※両方のテーマに沿ったサービス・パッケージをご提供の場合は、1社で2つのテーマ（1社2枠）に申込可能

テーマスポンサー |  ¥800,000／$7,700
募集予定数：合計20社

SaaS ビジネスアプリケーション

Powered by AWS

名称：すぐに使える SaaS ビジネスアプリ

募集対象
AWS 上で稼働している、下記カテゴリーの
SaaS ビジネスアプリケーションを提供している
AWS パートナー

カテゴリー

ERP / 営業・顧客管理 / コラボレーション / 

人事・給与・勤怠管理 / 財務・会計 / 

生産・販売管理

中堅中小企業向け
クラウド導入パッケージ

名称：まかせて安心！クラウド導入パッケージ

募集対象
中堅中小企業向けのパッケージを提供している
AWS パートナー

パッケージ例

• ひとり情シス向けおまかせパッケージ
• 小規模から始めるクラウド導入
• 中堅中小企業向けクラウド活用

スポンサーシップパッケージ開催概要 募集要項詳細情報 スポンサーお申込み
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テーマスポンサー |  ¥800,000／$7,700

スポンサーシップパッケージ

募集予定数：合計20社

• イベント公式 Web サイトのスポンサー一覧ページ

や AWS Summit Online でのロゴ掲載

• 基調講演の前後にスポンサーロゴ一覧を投影

• 登録者向けのパートナーエンゲージメントガイドへ

のロゴ掲載

• スポンサー専用のご案内ツールキットの提供

ブランディング ＆ プロモーション

• ランディングページを１つ提供
• オリジナルのヘッダー画像とウェルカムビデオを

掲載

• 資料または動画を4種類まで掲載可能

• 会社情報やソリューション紹介、取得済みAWS 

コンピテンシーの掲載

• 掲載コンテンツや画像はすべて AWS による

コンテンツレビューの対象となります

• 掲載する動画や画像、コンテンツをご提供ください

スポンサーランディングページ

リードジェネレーション

• 提供に関して同意済みで、自社のセッションページ

またはランディングページの来訪者の連絡先情報の

提供

• バーチャルイベント期間中（2022年5月25日、26日）

およびオンデマンド配信期間中（2022年5月27日～

6月30日）が対象

スポンサーシップパッケージ開催概要 募集要項詳細情報 スポンサーお申込み
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現在、追加の有料オプションを検討しております。

確定しましたらご案内いたします（2月中旬を予定）。

検討中のオプション：

有料オプション

AWS Summit Online のプログラムに沿った追加の有料オプション

をご提供いたします。エンゲージメントの強化やブランド認知の

向上、さらなる体験の提供など、お客様とスポンサー様との交流

を深める機会となります。なお、募集数に制限があるものは先着

順となります。

また、有料オプションのみのお申込みは受け付けておりませんの

で予めご了承ください。

© 2022, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.
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スポンサーへの個人情報提供の同意とリード提供

AWS Summit のグローバルガイドラインにより下記の要件にて取得したプロファイルをご提供いたします。

スポンサーは、イベント参加登録時にスポンサーへご自身の連絡先情報を提供することに同意し、かつイベント期間中またはオンデマンド

配信期間中にスポンサーコンテンツに自発的に関わった（自社のセッションページまたはランディングページを訪問）参加者の連絡先情報

を取得することができます。 AWSは上記二つの条件を満たした場合に限り、当該参加者の連絡先情報をスポンサーに提供します。

以下の参加者情報がスポンサーに提供されます：氏名、メールアドレス、住所（郵便番号を含む）、電話番号、部署・役職、会社名

※すべてイベント参加登録時に必須登録の項目です

ご注意

グローバルガイドラインにより、AWS Summit Online では、イベント参加登録時のスポンサーへの同意に関するチェックボックスには、

チェックが入っておりません（デフォルトオプトアウト）。また、任意の設問となります。

※プロファイルと共に、動画資料レポートをご提供いたします。セッションや、ランディングページに掲載のウェルカムビデオ、動画など

のコンテンツ毎に、オプトイン済みのお客様のプロファイルをご確認いただけます。

※プロファイルおよびレポートのご提供時期は、5月27日（金）、6月15日（水）、7月1日（金）の三回を予定しております

スポンサーシップパッケージ開催概要 募集要項詳細情報 スポンサーお申込み
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コンテンツレビュー

AWS 関連サービスやメッセージングに関して正しい情報を提供するために、本イベントで使用する講演資料や各種コンテンツ、広告は事前に

レビューさせていただきます。 AWS パートナーネットワーク (APN) メッセージングおよびブランディングガイドをご確認いただき、作成時に

は十分にご注意いただきますようよろしくお願いいたします。

レビューの対象

AWS Summit で使用する講演タイトルや講演概要、講演資料、動画、カタログ、事例、ホワイトペーパー、バナー広告、会社情報など

レビュー方法

3月1日（火）よりコンテンツレビューの受付を開始します。詳細については確定スポンサー向け説明会でご案内いたします。

講演資料やランディングページに掲載のコンテンツは、レビューを何度か繰り返すことになりますので、予めガイドの内容をよくご確認

いただいた上で、早めにご対応いただきますようお願いいたします。

AWS パートナーネットワーク (APN) メッセージング & ブランディングガイド

2022年1月にガイドが更新され、英語版は1月末に Partner Central よりダウロードいただける予定です。

新規で作成されるコンテンツは、新しいガイドに沿って作成いただきますようお願いいたします。

既存のコンテンツを活用される場合も、可能な範囲で変更をお願いいたします。変更ができない場合は、コンテンツレビューご提出時に

ご連絡ください。

日本語版の更新時期については確定次第、ご案内いたします。

（更新前のガイド） 日本語版のダウンロード方法：Partner Central にログインして、ダウンロードしてください。

日本語補足説明資料はこちら

スポンサーシップパッケージ開催概要 募集要項詳細情報 スポンサーお申込み
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講演に関する詳細情報

講演形式

スポンサー様による講演、あるいはスポンサー様の講演とお客様による事例講演のリレー形式

収録日時／会場東京

3月16日（水）～ 3月18日（金）／ホテル雅叙園東京（目黒）

09:00‐10:30、10:40-12:10、12:20-13:50、14:00-15:30、15:40-17:10、17:20-18:50

収録日時／会場大阪

3月22日（火）～ 3月23日（水）／ AWS 大阪オフィス

09:00‐10:30、10:40-12:10、12:20-13:50、14:00-15:30、15:40-17:10、17:20-18:50

収録枠の選択／決定方法

ご協賛のお申込み時にご希望の収録日と時間帯（午前・午後）を第三希望までご選択いただき、お申込順に収録枠を決定いたします。

日本語字幕

AWS 主催のオンラインイベントでは、場所を問わずセッションを視聴いただけるよう、または多様なお客様にご参加いただけるよう、

セッションに日本語字幕を入れてご提供します。収録動画の確認とあわせて、字幕の確認もご対応のほどよろしくお願いいたします。

収録に関する詳細は、ご協賛確定後にお送りするスポンサーキットをご確認ください。

セッション動画のイメージ

スポンサーシップパッケージ開催概要 募集要項詳細情報 スポンサーお申込み
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講演に関するFAQ

Q. 講演者は何名までですか？お客様による講演も可能ですか？

A. 30分の講演枠のため2名までを推奨します。お客様に講演いただく場合は、必ずスポンサー様とのリレー形式にしてください。

また、複数名ご登壇の場合でも、一つの収録枠内で収録となります。

Q. 日本語以外での講演は可能ですか？

A. スケジュール上、翻訳や字幕制作の対応が難しいので、講演は日本語でお願いします。

Q. 収録した講演動画や日本語字幕は、事後編集は可能ですか？

A. はい、編集は1回まで可能です。収録後に講演動画をお送りしますのでご確認いただき、修正点があればご連絡ください。

修正の内容によっては対応できない場合もございますので予めご了承ください。

Q. イベント終了後に講演動画を二次利用してもいいですか？

A. はい、イベント終了後の2022年7月1日（火）から1年間となります。ご希望の場合は事務局までご連絡ください。

Q. 自社のセッション画像をキャプチャすることが想定されますが、禁止することはできますか？

A. 画面キャプチャはシステムで禁止することができませんので、想定のもとに資料の準備をお願いします。

Q. 収録会場に行けない場合はどうなりますか？

A. 状況によりリモート収録など対応いたしますので早めにご相談ください。

Q. セッション終了後にアンケートは実施可能ですか？

A. AWS Summit 共通のセッションアンケートを実施します。設問の変更や追加、スポンサー様独自のアンケートの実施はできませんので、

予めご了承ください。

スポンサーシップパッケージ開催概要 募集要項詳細情報 スポンサーお申込み
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ランディングページに関する詳細情報

①オリジナルのヘッダー画像

②ロゴ、会社名、会社情報、ホームページリンク

③ウェルカムビデオ

会社紹介やセッション・掲載コンテンツを紹介するビデオをご提供ください。

④自社セッションの VOD 配信

⑤掲載コンテンツ
動画、カタログ、事例、ホワイトペーパーなど、ソリューション関連のコンテンツを

ご提供ください。セミナー告知やアンケート協力依頼のみの資料は掲載できません。

また、テーマスポンサーは、テーマに沿ったコンテンツのみを掲載してください。

掲載するコンテンツや画像のサイズや形式などの仕様は、

ご協賛確定後にお送りするスポンサーキットをご確認ください。

ランディングページのイメージ

③

②

①

④

⑤
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ランディングページに関するFAQ

Q. 開催期間中に、コンテンツの変更は可能ですか？

A. イベント期間中およびオンデマンド配信期間中の変更はできません。キャンペーンの案内など日付の記載がある場合はご注意ください。

Q. Live Chat の実施はありますか？

A. スポンサーランディングページ内の Live Chat 機能は実装しません。Live Chat はライブ配信時のセッション Q&A のみとなります。

Q. 外部サイトへのリンク掲載は可能ですか？

A. システムの構成上、掲載コンテンツとして外部サイトへのリンクを掲載することはできませんのでご了承ください。

②のホームページのリンクには掲載可能です。

Q. コンテンツ制作のベンダーを紹介してください。

A. APN マーケティングセントラルでは、メッセージングの構築からグラフィックまで、素材の作成やプロモーションの実施を可能にする

クリエイティブエージェンシーを検索することができます。詳細をご希望の場合はawssummit-sponsorship-japan@amazon.com まで

ご連絡ください。

スポンサーシップパッケージ開催概要 募集要項詳細情報 スポンサーお申込み
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お申込み前に

協賛案内書およびスポンサーシッププログラムのご案
内ウェビナーにてイベント開催概要や、スポンサー
シッププログラムの内容、募集に関する詳細をご確認
ください。

AWS イベントスポンサーシップ規約

ご協賛いただくにあたり、Sponsorship Order Form
（スポンサーシップ同意書）にご署名いただきます。
お申込み前に Global Sponsorship Terms & Conditions
をご確認いただき同意の上、お申込みください。なお、
本規約の内容を変更することはできませんので予めご
了承ください。

請求書の発行

開催日の1か月前を目途に、請求書を発行しメールで
送付いたします。
お支払期日は請求書発行日の60日後となりますので、
請求書に記載の指定銀行へお振込みください。

お申込み方法とお手続き

お申込みと同意書の締結

こちらのフォームに必要事項をご記入・ご選択の上、
お申込みください。ご協賛が確定しましたら、
Sponsorship Order Form（スポンサーシップ同意書）を
DocuSign（電子署名）で送付いたします。なお、お申込
み後のキャンセルはお受けできませんので予めご了承く
ださい。

※お申込み時に同意書の署名者情報（英語氏名とメール
アドレス）や、請求先情報（請求書の宛名、住所、送付
先、TAX ID）が必要となりますので、予めお申込み
フォームをご確認ください。
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スポンサーシップ募集対象とお申込み開始日

パッケージ セッションスポンサー
テーマスポンサー

タイプ/テーマ プラチナ ゴールド
募集予定数 10 20 合計 20

申込日 Invitation Only

Wave 1: 
2月8日(火)

10時～15時

Wave 2:
2月9日(水)

10時～15時

Wave 3:
2月15日(火)

～2月28日(月)
定数に達した時点で受付終了

Invitation Only - ●

サービス
パートナー

(AWS コンサルティング
パートナー)

プレミアティア

ACE 

Eligible

● ●
定数に達したら抽選

●

アドバンストティアで
AWS コンピテンシー
および MSP 取得済

●
定数に達したら抽選

●

セレクトティアで
Confirmed ステージ以上

- ●

ソフト
ウェア所有
パートナー

日本の担当者がいる
ISV Accelerate で

Differentiated ステージ

ACE 

Eligible
●

定数に達したら抽選
●

Confirmed ステージ以上 - ●

※1社でセッションスポンサーとテーマスポンサーの両方に申込可能です。それぞれ申込日が異なりますのでご注意ください

※テーマスポンサーは、1社で2つのテーマ（1社2枠）に申込可能です。

※複数パスを取得の場合は、プライマリーのパスで申込対象を判断します。また、協賛申込時点のステージで判断します。
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2月8日(火) 2月9日(水) 2月10日(木) 2月14日(月) 2月15日(火) 3月1日(火)

セッションスポンサー

テーマスポンサー

スポンサーシップお申込み＆確定

Wave 2 のパートナー

Wave 2 のパートナー

Wave 1 のパートナー

Invitation Only

Wave 1 のパートナー

Invitation Only

Wave 3 のパートナー

10時受付
～

2月28日(月)

締切

※定数に達
した時点で
受付終了

審査
申込

先着順で
協賛確定

15時
確定テーマ
スポンサー

向け
説明会

10時受付
～

15時締切

協賛確定

11時
抽選会

11時
確定セッ
ションスポ
ンサー向け
説明会

10時受付
～

15時締切

通
過

2/1～2/8

フォーム
ご登録

スポンサーシップパッケージ開催概要 募集要項詳細情報 スポンサーお申込み
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タイムライン

1/25(火) 10時
スポンサーシッププログラム
説明会（ウェビナー）

2/15(火) 11時
確定セッションスポンサー向け
説明会（ウェビナー）

3/1(火) 15時
確定テーマスポンサー向け
説明会（ウェビナー）

3/16(水)～18(金) 
セッション収録 @ 目黒雅叙園

3/22(火)～23(水)
セッション収録 @ AWS 大阪
オフィス

2/8(火)～
ご協賛申込みの受付開始

2/10(木) 11時
Wave 2 抽選会

2/28(月)
ご協賛お申込みの締切

3/1(火)
コンテンツレビュー受付開始

4月中旬
コンテンツレビュ―終了

※スケジュールは1月25日時点のもので、変更になる場合がございます

5/25(水)～26(木)
AWS Summit Online Japan 
オンデマンド：
5/27(金)～6/30(木)
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F A Q S

Q. ロゴの掲載順は？

A. スポンサーを一覧で掲載する場合の掲載順（ロゴ一覧ページやスポンサー

一覧ページなど）は、Global Summit Sponsor、プラチナスポンサー、ゴール

ドスポンサー、テーマスポンサーの順番となります。

・セッションスポンサー：プラチナおよびゴールドスポンサー内の順番は、2

月15日（火）開催の確定セッションスポンサー向け説明会にて、お申込み順に

くじ引きで決定します（Global Summit Sponsor は Global で決定）。また、

セッションのライブ配信時間や関連付ける AWS セッションなど選択いただく

場合は、掲載順でご選択いただきます。

・テーマスポンサー：ご協賛のお申込み順となります。

Q. 2社で共同出展はできますか？

A. Sponsorship Order Form はスポンサー様毎に締結となるため、共同出展による

お申込みは受付できませんのでご注意ください。

awssummit-sponsorship-japan@amazon.com
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Thank you
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