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APRICOT 2005 ご協賛のご案内

来たる平成17年2月18日（金）より25日（金）の8日間、京都国際会館 （KICH）にて　
『APRICOT 2005』　が開催されることとなりました。このたび行われるAPRICOT 2005
で10回目を数え、日本での開催は今回が初めてでもあります。回を重ねる毎に内容を
充実させ、参加者や関連団体の皆様よりご好評を賜り確実に定着してまいりました。

これまでの APRICOTは、アジア太平洋地域のインターネットインフラを発展させるため、
技術者に必要な知識や技術を向上させることを目的に開催されてきました。　
APRICOT 2005では、従来の技術者を対象とした教育的プログラムの提供にとどまる
ことなく、「世界をリードするフロントランナーとしてのアジア」(仮)”をメインテーマにプロ
グラムを構築、ビジネスの要素も加味した魅力あるAPRICOT 2005を目指します。

また、国内外からトップクラスの技術者が集う好機でもあり、地域の活動や日本の取り
組みなどを参加者のみならず一般の方々にもご紹介するイベントなども企画できればと
考えております。

是非、盛会の評を博し、記憶に残る会合としたく、ご協力をお願い申し上げる次第です。

APRICOT 2005 日本実行委員会
実行委員長　山口　英



Asia Pacific Regional INTERNET Conference on Operational Technologies

　―　そのミッションはアジア太平洋域における強固なインターネット基盤を
　　　　　　　　　構築するために必要な技術を磨き、知識を深めることにある。　―



APRICOT 概要

APRICOT (Asia Pacific Regional INTERNET Conference on Operational 
Technologies) とは、ネットワーク運用に携わる技術者を対象とした実用的な技術や
知識の習得を目指す会議の名称です。インターネット利用が急速に拡大している
アジアにおいて、APRICOT は、世界トップレベルの技術者を講師に招き、技術者の
人材養成、実用的な技術と知識の習得を主な目的として毎年1回開催されています。
参加対象には各国や地域のバックボーン・ネットワークの運用技術者、WWW提供サービ
スや企業のイントラネットなどの担当者、商用サービスプロバイダ(ISP)、さらに機器やソ
フトのメーカーなどが含まれます。

1996年の設立以来、各地域のインターネットビルダーが、世界的なインターネット社会の
なかで、同じ努力をする研究者から、そして最先端を走るリーダーたちから縦横に
学ぶことができるよう、ユニークで実りの多い教育的プログラムを提供してきました。
現在では、アジア太平洋地域のインターネット社会のなかで最高峰に位置する会議と
認識されており、この地域で活動するさまざまな組織が集い、年次総会を開催する場
ともなっています。
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会議構成

APRICOTは10日間にわたり、7つの部分から構成されています。

5



過去実績

　　　　　　　　　　　　268　　　　　　 2945800マレーシア2004

59743301,035 台湾2003

1892630645タイ2002

2393233888マレーシア2001

3653736850韓国2000

1311925632シンガポール1999

2561824320フィリピン1998

3182725630香港1997

　　　　　　　　　n/a1018280シンガポール1996

費用(1,000s US$)協賛団体数参加国数参加者数開催地開催年
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APRICOT 2004 開催概要

開催地：

ホスト：

参加者数：

プログラム構成：

マレーシア　クアラルンプール

PIKOM

約800名
約45カ国　（AU 45名、BD 20名、CN 25名、HK 20名、ID 30名、

　IN 25名、JP  50名、KR 15名、MY 230名、SG 55名、
　　　　　　　 TH 25名、TW15名、US 45名）
　　　　　　
全10日間
・ワークショップ （1日目から5日目まで） 約150名
・チュートリアル （6日目から7日目） 約400名（延べ）
・コンファレンス（8日目から9日目） 約400名
・APNIC Members Meeting （10日目） 約150名
・その他　行事　
　 APRICOTレセプション（7日目） 約200名
　　　 APNIC Social (8日目） 約200名

APRICOT Closing Social （9日目） 約300名
・その他　関連会議

APNG、AP*Retreat, APTLD、APCAUSE、APCERT、APIPv6TF、
ENUM、ICANN/ASO、MINC、WSIS WG      など多数あり
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APRICOT 2004　会場風景 APRICOT 2004　会場風景

APRICOT 2004 アクセスルーム

APRICOT 2004 会場風景



APRICOT 2004 会場風景
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APRICOT 2004 ランチ会場

APRICOT 2004 レセプション

APRICOT 2004　Social Event



2005年2月18日（金）- 25日（金）

京都国際会館 （KICH）

http://www.2005.apricot.net/

｢世界をリードするフロントランナーとしてのアジア｣



APRICOT 2005 開催概要

開催期間：

開催地：

主催：

ホスト：

参加者数：

プログラム構成：

2005年2月18日（金）- 25日（金）8日間

京都国際会館（KICH）

APIA (Asia & Pacific Internet Association) http://www.apia.org/

APRICOT 2005 日本実行委員会 　（実行委員長　山口　英）

700名予定　（海外300名・国内400名）
　　
全８日間
・ワークショップ （1日目から3日まで）約100名
・キートラック（4日目から7日目）約200名
・チュートリアル （4日目から5日目）約200名(延べ）
・コンファレンス（6日目から7日目）約200名
・APNIC Members Meeting （8日目）約100名
・その他　行事　

　 APRICOTレセプション （5日目）約200名
　　　APNIC Social (6日目）約200名

APRICOT Closing Social （7日目）約300名
・その他　関連会議

APNG、AP*Retreat、APTLD、APCAUSE、APCERT、APIPv6TF、
APEET、ICANN/ASO、MINC、WSIS WGなど多数あり
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運営組織

運営組織：

協力団体：
　　　（五十音順）

開催事務局：

APRICOT 2005 日本実行委員会
委員長　　山口　英

プログラム委員会
　　　　　委員長　　前村　昌紀

IPv6普及・高度化推進協議会 （IPv6PC）
財団法人インターネット協会 （IAjapan）
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）
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プロジェクト（WIDE）

株式会社イーサイド
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プログラム方針
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APRICOTはここ日本で進化します！！

APRICOT 2005は、開催されてから１０回目の節目となる会議になります。

目まぐるしく技術進化が起こるインターネット業界では、その技術を対象と
した会議も、技術の発展に合わせて変化していく必要があります。
そういった意味では、日本初開催となるAPRICOT 2005は重要な意味を
持っています。



プログラム方針
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「技術の還流：北東アジアから東南アジアへ 経験と技術の還流」

APRICOTは、アジア太平洋地域のネットワーク運用に携わる技術者を対象とした、技術・
知識の習得を目指す会議です。1996年より年1回開催され、過去開催された各国でイン
ターネットの重要なビルダーを育ててきました。現在、アジア太平洋地域のインターネット社
会の中で最高峰に位置する会議として認識されています。

「インターネットの技術面・利用面で世界の最先端に達したアジア
の最新動向 を探るイベントとして再構成」

日本は、今やインターネット構築の技術力では世界トップ水準にあります。
そこで、APRICOT 2005日本実行委員会は、開催国として、APRICOT 2005をより進化さ
せるべく、技術・ビジネスの両面から世界に参照されうる高い水準のプログラムを構成しま
す。今までの実用知識の習得という目的に、最先端技術を語る場という目的を加え、より
今のインターネット社会に沿った会議に生まれ変わります。



プログラム構成　（案）
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プログラム構成 – ワークショップ
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2月18日（金）-20日(日）　3日間　100名規模

世界有数の講師からの｢hands on｣
実習も含めた少人数グループ研修で確実にスキルアップ

　　　　　　　　　　　　　

「世界をリードするフロントランナーとしてのアジア」　というテーマで一貫したプログラム構成

DNS/DNSSEC IPv6 
Security Network Management
Multicast など



プログラム構成　– キートラック

1７

2月21日（月）-24日(木）　4日間　200名規模

業界トップ・最先端の方々による注目の｢キートラック｣
発信の拠点としてアジアのTechnology Directionを知る

誰もが「聞きたい！スピーカー」、「知りたい！テーマ」をご用意しています。

インターネットITS 　　エンタープライズセキュリティ　　　P2Pネットワーク
RFID 　　インターネットR＆D 　　　　ブロードバンドアプリケーション
ネットワーク家電 　　e-government 　　　　ラムダベースネットワーク
インターネット電話

「世界をリードするフロントランナーとしてのアジア」　というテーマで一貫したプログラム構成



プログラム構成　－　チュートリアル
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2月21日（月）-22日(火）　2日間　述べ200名規模

日韓台におけるブロードバンド普及、コンテンツの高度化、
IPv6の普及、P2Pアプリ利用などをテーマとした

チュートリアル形式で、最新技術動向を知る

「世界をリードするフロントランナーとしてのアジア」　というテーマで一貫したプログラム構成

Enterprise Security　　　 　　Contents Delivery Networks IPv6 Transition
Broadband Network Design 　　Wireless Infrastructure DNS Operations
Internet Telephony 　　Backbone Operations など



プログラム構成　－　コンファレンス
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2月23日（水）-24日(木）　2日間　300名規模

アジアを代表する様々な団体から
最先端技術を基礎にプログラムを構成

「世界をリードするフロントランナーとしてのアジア」　というテーマで一貫したプログラム構成

APRICOT 2005コンファレンストラックとして注目のAP IPv6 Summitを開催します。



プログラム構成 ー　関連ミーティング
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アジア太平洋地域で活動するさまざまな組織関係者 （APNIC、APNG、APCERT、AP*、
APEET、APTLDなど）が年次総会などのミーティングを開催いたします。

2月20日（日）-25日(金）　6日間　多数あり

各国インターネット業界のキーパーソンと交流する絶好の機会

「世界をリードするフロントランナーとしてのアジア」　というテーマで一貫したプログラム構成



協賛募集
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アジアから展開するビジネスチャンス！！

魅力ある協賛メリットをご用意いたしました

APRICOT2005は、アジア太平洋地域のインターネット社会の中で最高峰に位
置する会議として認識されています。1996年より年1回開催され、過去開催
された各国でインターネットの重要なビルダーを育ててきました。

各国インターネット業界のキーパーソンが数多く来場する会議であり、まさにアジ
ア地域を市場と捉える企業様には、PR、商談の絶好の機会と言えます。

日本初開催に向け、IPv6普及・高度化推進協議会・WIDEプロジェクトを始めとし
た国内各団体からも注目されており、今後国内に向けた広報活動も積極的に
行ってまいります。



協賛特典一覧
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各種別協賛特典

展示スペース　5小間　※ 基礎小間　p. 33 参照

招待券
　　　チュートリアル　　　 （4名分）
　　　コンファレンス　　　　　 （4名分）
　　　Opening Reception   （4名分）
　　　Closing Social　　　　 （４名分）
ロゴ掲載
　　　2005.apricot.net （バナー広告含む）
　　　会場看板
　　　当日配布プログラム
　　　会場内電子掲示板
資料・グッズ配布権
告知
　　　DMへの社名掲載
　　　当日配布プログラム　紹介枠・広告スペース

Pinnacle 協賛金額　1,000万円　(消費税対象外）
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APRICOT 2004　展示スペース



各種別協賛特典

展示スペース　5小間　※ 基礎小間　p. 33 参照

招待券
　　　チュートリアル　　　　 （３名分）
　　　コンファレンス　 （３名分）
　　　Opening Reception   （３名分）
　　　Closing Social　　　　 （３名分）
ロゴ掲載
　　　2005.apricot.net （バナー広告含む）
　　　会場看板
　　　当日配布プログラム
　　　会場内電子掲示板
資料・グッズ配布権
告知
　　　DMへの社名掲載
　　　当日配布プログラム （A4広告スペース）

Diamond 協賛金額　500万円　(消費税対象外）
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APRICOT 2004　表示看板



各種別協賛特典

展示ブース　1小間　※ 基礎小間　p. 33 参照

招待券
　　　チュートリアル　　　　 （2名分）
　　　コンファレンス　　　　　 （2名分）
　　　Opening Reception   （2名分）
　　　Closing Social　　　　 （2名分）
ロゴ掲載
　　　2005.apricot.net
　　　会場看板
　　　当日配布プログラム
　　　会場内電子掲示板
資料・グッズ配布権
告知
　　　DMへの社名掲載

Platinum 協賛金額　220万円　(消費税対象外）
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APRICOT 2004　会場風景



各種別協賛特典

展示ブース　1小間　※ 基礎小間　p. 33 参照

招待券
　　　チュートリアル　　　　 （１名分）
　　　コンファレンス　　　　　 （１名分）
　　　Opening Reception   （１名分）
　　　Closing Social　　　　 （１名分）

ロゴ掲載
　　　2005.apricot.net
　　　会場看板
　　　当日配布プログラム

資料・グッズ配布権

Gold 協賛金額　110万円　(消費税対象外）
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APRICOT 2004　会場風景



各種別協賛特典

招待券
　　　コンファレンス　　　　 （１名分）
　　　Opening Reception   （１名分）
　　　Closing Social　　　　 （１名分）

ロゴ掲載
　　　2005.apricot.net
　　　会場看板
　　　当日配布プログラム

資料・グッズ配布権

Silver 協賛金額 50万円　(消費税対象外）
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APRICOT 2004　会場風景



各種別協賛特典

イベント会場内　展示ブース　1小間　※ 基礎小間　p. 33 参照

招待券
　　　チュートリアル　　　　 （３名分）
　　　コンファレンス　　　　　 （３名分）
　　　Opening Reception   （３名分）
　　　Closing Social　　　　 （10名分）
ロゴ掲載
　　　2005.apricot.net
　　　会場看板
　　　当日配布プログラム
資料・グッズ配布権 ※イベント会場内

告知
　　　DM・新聞社名掲載
　　　イベントにて挨拶

Social Event 協賛金額　500万円　(消費税対象外）
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日時：
2005年
2月24日（木）
18：30-21：00

会場：　
京都市内ホテル
宴会室　（未定）

参加者：　約300名

APRICOT 2004　Social Event



各種別協賛特典

イベント会場内　展示ブース　1小間　※ 基礎小間　p. 33 参照

招待券
　　　チュートリアル　　　　 （２名分）
　　　コンファレンス　　　　　 （２名分）
　　　Opening Reception   （10名分）
　　　Closing Social　　　　 （２名分）

ロゴ掲載
　　　2005.apricot.net
　　　会場看板
　　　当日配布プログラム

資料・グッズ配布権 ※イベント会場内

イベントにて挨拶

Opening Reception 協賛金額　　300万円　(消費税対象外）

2004 APRICOT レセプション
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日時：
2005年
2月2２日（火）
18：30-21：30

会場：　
京都国際会館
さくら　（未定）

参加者：　約300名



各種別協賛特典

会場内　展示ブース　1小間　※ 基礎小間　p. 31 参照

招待券
　　　チュートリアル　　　　 （３名分）
　　　コンファレンス　　　　　 （３名分）
　　　Opening Reception   （３名分）
　　　Closing Social　　　　 （３名分）

ロゴ掲載
　　　2005.apricot.net
　　　会場看板
　　　当日配布プログラム

資料・グッズ配布権 ※ランチ会場内

Lunch 協賛金額　400万円　(消費税対象外）

APRICOT 2004 ランチ会場
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日時：
2005年
2月21日（月）　-
24日（木）　4日間
12：30-14：00

会場：　
京都国際会館
さくら　（未定）

参加者：　約300名



各種別協賛特典

招待券
　　　チュートリアル　　　　 （２名分）
　　　コンファレンス　　　　　 （２名分）
　　　Opening Reception   （２名分）
　　　Closing Social　　　　 （２名分）

ロゴ掲載
　　　2005.apricot.net
　　　会場看板
　　　当日配布プログラム

資料・グッズ配布権 ※ブレイクにて

Break 協賛金額　　300万円(税込）
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日時：
2005年
2月21日（月）　-
24日（木）　4日間

午前・午後　1日2回

会場：　
京都国際会館内

APRICOT 2004　Break



各種別協賛特典

アクセスルーム内　展示ブース　1小間　※ 基礎小間　p. 33 参照

招待券
　　　チュートリアル　　　　 （２名分）
　　　コンファレンス　　　　　 （２名分）
　　　Opening Reception   （２名分）
　　　Closing Social　　　　 （２名分）

ロゴ掲載
　　　2005.apricot.net
　　　会場看板
　　　当日配布プログラム

資料・グッズ配布権 ※アクセスルーム内

Access Room 協賛：　現物支給

APRICOT 2004 アクセスルーム
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PC 20台
・　英語OS
・　英語キーボード

ネットワーク
プリンター2台

その他備品



展示ブース仕様

社名板サイズ　200mm x 900mm
ブースサイズ　壁面 H2400mm  W2000mm
展示台 H900mm  W2000mm  D800mm
ストックスペース（展示台下）
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お問い合わせ先

開催事務局：

電話：
FAX：
email：

株式会社イーサイド内
　　　担当: Scott Macdonald、濱本、大久保　

03-3585-8161
03-3585-8162
apricot-info@e-side.co.jp

各種ご相談、ご質問をお受けいたします。ご連絡下さい。
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