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開催趣旨

Agile Japanは、日本中にアジャイルの価値を浸透させ、日本
の変革を促進することを目指しています。あらゆる業界や職
種の方が集まり、実践者も初学者もともに建設的な意見交換
ができる場です。 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開催概要

イベント名  　Agile Japan 2021  

テーマ     The Heart of Agile  

開催日時  　2021年11月16日（火）17日（水）終日  

ウェブサイト  　https://2021.agilejapan.jp/  

会場  　オンライン (Zoom, Discord)  

想定参加者数  　500 ～1,000名  

参加費  　13,200円（税込）※団体割10名 118,800円（税込）  

主催 

　アジャイルジャパン実行委員 
　　・遠藤 猛　　・上野 彩子　・北原 達也　・小坂 淳貴　 　 
　　・関 満徳　　・チャンドラー 彩奈 　　 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Agile Japan 2021のテーマ

The Heart of Agile 
 
『アジャイルソフトウェア開発宣言』から20年。共著者アリスター・コー
バーン博士を基調講演に迎え、「アジャイルの心」を学びます。日々増
え続けていくアジャイルのフレームワークやプラクティスを前に、アジャ
イルは難しいものだと感じてしまっている方も多いかもしれません。そん
な今だからこそ、アジャイルにとって一番大切なことを、一緒に考えてみ
ませんか。 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基調講演 DAY 1

Dr. Alistair Cockburn  

アリスター コーバーン 博士 
 

Co-Author, Agile Manifesto 

アジャイルソフトウェア開発宣言 共著者



6

基調講演 DAY 2

Tadahiro Yasuda 

安田 忠弘 氏 

 

CEO of Creationline,Inc. 

クリエーションライン株式会社 代表取締役 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タイムテーブル （予定）  

時間  DAY 1 11/16   DAY 2 11/17  

09:30-09:50  開場  開場 

09:50-10:00  オープニング  オープニング 

10:00-10:45  基調講演  基調講演 

11:00-11:20  スポンサーセッション  スポンサーセッション 

11:30-11:50  公募セッション  公募セッション 

11:50-13:00  昼休み  昼休み 

13:00-13:20  スポンサーセッション  スポンサーセッション 

13:30-13:50  公募セッション  公募セッション 

14:00-14:20  スポンサーセッション  スポンサーセッション 

14:30-14:50  公募セッション  公募セッション 

15:00-15:20  スポンサーセッション  スポンサーセッション 

15:30-15:50  公募セッション  公募セッション 

16:00-17:00  ネットワーキング ネットワーキング  

1日1トラックで2日間です。講演はzoom。その他の企画はDiscordで行う予定です。
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参加対象者  

DX・アジャイルに興味がある方ならどなたでも歓迎。

● CxO
● マネージャー

● HR
● 開発現場で働く方々



9

スポンサーメニュー

メニュー内容  Gold  Silver   Bronze  

募集数  8  残3 6  残3 6

登壇枠 20分  ✓  -  - 

動画 5分 休憩中１日１回配信  -  ✓  - 

バナー広告掲載（ウェブサイトタイムテーブル上部）  -  -  ✓ 

ロゴ掲載（ウェブサイトトップページ） 
✓ 
(大) 

✓ 
(中) 

✓ 
(小) 

Discord チャンネル提供 
（オンラインブース：情報掲載、休憩時ミニセミナー開催など） 

✓  ✓  ✓ 

招待チケット(関係者分込）  20枚  10枚  5枚 

スポンサー費用（税別）   70万円 30万円  20万円 

Sold Out
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スポンサーメニュー詳細 1

● Goldスポンサー
Agile Japan 当日登壇枠（20分）
Zoomでの発表になります。配信環境を申込前にご確認ください。

● Silverスポンサー
Agile Japan 当日動画配信枠（5分）
提供いただいた動画を、1日1回休憩中に流します。

● Bronzeスポンサー
バナー広告掲載 (1本)
Agile Japan 2021ウェブサイトのタイムテーブル上部に掲載します。
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スポンサーメニュー詳細 2

●  全スポンサー共通

• ロゴ掲載
Agile Japan 2021 ウェブサイトにロゴを掲載します。

• Discordチャンネル提供 (オンラインブース)
事前に情報掲載や当日休憩時にミニセミナーの開催ができます。
企業によってはアクセスできないことがありますので、
Discordを使用できる環境をご準備ください。https://discord.com/

• 招待チケット
御社登壇者、オンラインブース対応者に加え、
御社社員や関連会社、取引先企業の関係者の方などご招待ください。

https://discord.com/
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Discordチャンネル（オンラインブース）
Discordについて補足します。https://discord.com/  
Discordは、Slackと同様にテキストや音声によるやりとりが可能なツールです。 
各スポンサー企業様専用のテキストチャンネル・ボイスチャンネルを 
ご提供いたします。 
 
＜できること＞ 
　◆貴社の製品・サービスやテックブログなどのご紹介 
　◆ボイスチャンネルによるミニセミナーの開催（イベント当日の休憩時） 
　◆参加者との交流 
＜期間＞ 
　2021/10/16～2021/12/16 

　事前に登録されたAgile Japan 2021参加者に向けてのPRや、参加者との事後の
　コミュニケーションが可能となります。
　詳しい活用方法は、スポンサー向け説明会にて共有させていただきます。 
　（2021/08頃開催予定） 

 

https://discord.com/
https://slack.com/
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スポンサーメニュー補足

● 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 Japan 実行委員会で保持し、Agile Japan の継続
的な活動の為に活用させていただきます。

● 例年提供していた参加者リストは、今年度から廃止いたします。
オンラインブースにてアンケートを実施いただくことは可能です。
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前夜祭について

Agile Japan前日に、前夜祭を開催致します。 

日時: 2021/11/15(月) 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（ブレイクアウトルームにて少人数で交流） 

その場にいらっしゃったスポンサー様には、オンラインブースツアー時にブース
のご紹介をしていただく予定です。いらっしゃらなかった場合は、実行委員が代
わりにご紹介します。 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開催実績

開催日程 カンファレンス名 メインセッション数 申込者数

2020/11/17
-2020/11/18

Agile Japan 2020
変わる勇気・変えない勇気

32 817

2019/07/18 Agile Japan 2019
アジャイルでつなぐビジネスとIT 42 833

2018/07/19 Agile Japan 2018
Why Agile? 21 547

2017/04/13 Agile Japan 2017
シン・アジャイル  - アジャイルでつくるミライ -

32 449
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前回参加申込者の傾向

合計参加者数 817名

・参加者 759名

・出展社 58名

合計資料ダウンロード回数 6,182回

・平均ダウンロード回数／資料 75回

・平均ダウンロード件数／人 8件
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前回参加申込者の傾向
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前回参加申込者の傾向
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前回参加申込者の傾向
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前回参加申込者の傾向
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注意事項1 
● スポンサー社名について 

スポンサー申込時に記入いただいたスポンサー社名は、本イベントの告知広告、公式Webサイト、投影資料などに 
掲載いたします。 
必ず正式社名(または団体名）をご記入ください。 

 
● スポンサー契約の成立について 

御社がスポンサー申込を行い、主催者がそれを受理した日をもって、スポンサー契約の成立とします。 
 
● キャンセルについて 

スポンサー申込後の取消は、原則お受けいたしかねます。 
申込後に取消があった場合は、申込総額100％のキャンセル料を申し受けます。あらかじめご了承ください。 
 

● スポンサー費のお支払いについて 
スポンサー申込後、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08月31日(火） 
※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。 
 

● 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御社に生ずる損害、費用の増加、その他の責任を一切負わないものとします。 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注意事項2 
● 損害賠償責任について 

主催者は、理由の如何を問わず、スポンサー社及びその関係者が、スポンサー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。 

 
● 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・公開のために実施いたします。 
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等が行えてしまうことを 
予めご了承ください。 

 
● 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た 
利用はいたしません。 
 
・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 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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。） 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Agile Japan 2021 スポンサー費のお支払い

■お支払に関して 

　お申込後、事務局よりお見積書と請求書をお送りいたします。 

　お支払い期日をご確認の上、お振込手続きをお願いいたします。 

 

　請求書送付予定：スポンサー申込月の月末 

　お支払期日：2021年8月31日(火) 

 

【ご注意事項】 

　・請求本名称及びお振込先は、事務局を委託する 

　　「株式会社テイラーワークス」名義となります。 

　・お支払は、銀行振込にてお願いいたします。 

　・お振込先は、ご請求時にお知らせいたします。 

　・振込手数料は貴社ご負担でお願いいたします。 

　・基本、日本円でのお支払いにて、お願いいたします。 

 

　ご不明な点がございましたら、事務局までご連絡ください。 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Agile Japan 2021 SNS
Website：https://2021.agilejapan.jp/ 

 

Facebook：https://www.facebook.com/Agile-Japan-152303791601572/ 

 

Twitter：https://twitter.com/agilejapan/ 

 

note：https://note.com/agilejapan/ 

 

https://2021.agilejapan.jp/
https://www.facebook.com/Agile-Japan-152303791601572/
https://twitter.com/agilejapan/
https://note.com/agilejapan/
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Agile Japan 2021 申し込み先・連絡先

 

 

スポンサー申込フォーム 

https://forms.gle/tKJyXinc7cyRE27s9 

 
 

 

連絡先 
〒150-6139 東京都渋谷区渋谷2-24−12渋谷スクランブルスクエア 39F 

Agile Japan 2021事務局（株式会社テイラーワークス内） 

info@agilejapan.jp 

https://forms.gle/tKJyXinc7cyRE27s9
mailto:info@agilejapan.jp


Agile Japan 2021 スポンサー申込書

Googleフォームからのお申込が難しい場合は、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@agilejapan.jp

■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。請求書を送付いたしますので、期日までにお支払いをお願いします。※請求書原本の郵送は原則いたしません。

フリガナ

会社／団体名

ロゴ掲載転送先 URL

請求書送付宛先
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 〒

請求書ご担当者連絡先 TEL

スポンサーメニュー

スポンサー費用

mailto:info@agilejapan.jp

