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<プレスリリース>
ABC 2017 Spring 5/28開催迫る
報道機関各位
2017年5月23日
日本Androidの会

「Android Bazaar and Conference 2017 Spring」
5月28日(日)開催迫る

日本Androidの会(運営委員長：石塚 宏紀)および特定非営利活動法人日本Androidの会(理事長：
嶋 是一)は、5月28日(日)に東海大学高輪キャンパスにて「Android Bazaar and Conference 2017
Spring (ABC 2017 Spring)」を開催します。
開催直前のご案内として、午前の基調講演・特別講演、午後のカンファレンス(講演)、ハンズオン
セミナー、バザール(展示)の概要についてお知らせ申し上げます。

基調講演・特別招待講演(午前)
午前の基調講演では、鈴木拓生氏(Developer Relations Program Manager, Google Japan)をお招きして「
Google I/O から振り返る、最新の技術トレンドの紹介」と題して、Android O、 Firebase、ヴァーチャルリア
リィ(VR)、深層学習(Deep Learning)など、主にGoogle I/Oで発表された内容を中心に最新の技術情報につ
いてご講演いただきます。
引き続き、特別招待講演として、山口亮介氏(さくらインターネット株式会社 IoT事業推進室 部長)をお招き
して「sakura.ioで実現する世界～量産前提のモノゴト作り～」と題して、sakura.ioがどのようなものなのか、
今までのサービスと何が違うのか、その先にある世界について、さくらインターネットとしてのIoTへの取り
組みについて、ご講演いただきます。

カンファレンス(午後)
ABC 2017 Springの開催趣旨・テーマに基づき、「IoT」「携帯現在-過去未来」「MR/VR」「AI」の各テーマト
ラックを設定しました。加えて「Technical」(技術)、「Beginner」(初心者向け)、午前から引き続き大講義室で
の「基調講演・特別招待講演」の全7トラック構成で、充実した講演セッションを展開します。
大講義室の「基調講演・特別招待講演」トラックでは、「IoT」「携帯現在-過去未来」「MR/VR」「AI」の各テー
マの概論となる講演、注目度の高い講演を選抜して展開します。また、カンファレンスの最終セッションとし
て、大LT大会を開催します。
基調講演・特別講演、カンファレンスのプログラム情報は「タイムテーブル」をご覧ください。
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→
http://abc.android-group.jp/2017s/timetables/

ハンズオンセミナー
「VRハンズオン」「JINS MEME DEVELOPER HANDS-ON」をそれぞれ実施します。詳しくは、各ハンズオン
セミナーの開催概要・参加申込みページをご覧ください。
→「VRハンズオン」
 ttps://japan-android-group.connpass.com/event/57453/
h
→「JINS MEME DEVELOPER HANDS-ON」
h
 ttps://japan-android-group.connpass.com/event/57453/

バザール
各社、各団体、コミュニティーの、趣向を凝らした選りすぐりの展示が展開されます。
今回のABC 2017 Springでは、ハンズオンセミナーと講演セッションの関連として「JINS MEME × Monaca
」(株
 式会社ジンズ、アシアル株式会社の共同出展)の展示があります。また、日本国内では今夏発売予定
とされる「ZenFone AR」(ASUS JAPAN株式会社の出展)にいち早く先行体験できる機会が提供できること
となっております。
詳しくは、「バザール」詳細ページをご覧ください。
→
http://abc.android-group.jp/2017s/bazaar/

記

★ 開催概要
○
○
○
○
○
○
○

イベント名称 Android Bazaar and Conference 2017 Spring
（ABC 2017 Spring）
日時
2017年5月28日（日）10:00～ 18:00 (予定)
会場
東海大学高輪キャンパス
(東京都港区高輪2-3-23)
参加費用
無料 (希望者参加の懇親会は有料、後述)
主催
日本Androidの会・特定非営利活動法人日本Androidの会
共催
東海大学
後援
総務省(予定)
Google Developers
モバイルコンピューティング推進コンソーシアム (MCPC
)
html5j
OESF 一般社団法人Open Embedded Software Foundation
TensorFlow User Group Tokyo
オープンソースカンファレンス実行委員会 (OSC)
長崎県南島原市
協賛
【ゴールド会員】
アシアル株式会社
【シルバー会員】
KDDI株式会社
株式会社NTTドコモ
日本マイクロソフト株式会社
富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社
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株式会社ブリリアントサービス
セイコーエプソン株式会社
メディアスポンサー
Androidニュースメディア - GAPSIS（ガプシス）
Impress ケータイWatch
公式サイト
http://abc.android-group.jp/2017s/
参加募集ページ(connpass)
https://japan-android-group.connpass.com/event/52286/
Twitter
@androidgroup_jp ハッシュタグ #ABC2017S
Facebook 日本Androidの会ページ
https://www.facebook.com/JapanAndroidGroup

※ ご来場者様専用の駐車場・駐輪場はご用意しておりません。会場へお越しの際は、できるだけ
電車・バスなどの公共交通機関をご利用ください。(会場最寄駅は、東京メトロ・都営地下鉄 白金
高輪駅、都営地下鉄・京浜急行電鉄 泉岳寺駅、JR東日本・京浜急行電鉄 品川駅です)
※ カンファレンス、ハンズオンセミナー、バザールなど、講演内容・出展内容およびプログラム
内容、開催概要の後援・協賛情報は、本プレスリリース発行時点の情報であり、都合により変更
となる場合があります。

★ 参加登録について
ABC 2017 Springは入場・参加料無料ですが、来場受付を円滑に行うため、事前の参加申
込を頂いております。只今、一般参加登録を受付中です。
以下の参加申込フォーム(connpassの参加募集ページ)に必要事項を入力の上、ご登録くだ
さいますようお願い申し上げます。
→
https://japan-android-group.connpass.com/event/52286/

★ 懇親会について
イベント終了後、懇親会を開催します。希望される方のみ事前に申込を頂く有料懇親会と
なります。参加料金は、一般の事前決済で3500円(税込)、一般の当日会場支払いは4000円
(税込)、学生2000円 (税込・会場受付で学生証確認)です。
懇親会の詳細、ご参加申し込み(有料)はこちらのページからお願いします。
→
懇親会申込ページhttp://peatix.com/event/262696

★ メディアスポンサー募集について
イベント運営スタッフグループでは、ABC 2017 Springのイベント開催に関する、事前ま
たは事後の報道にご協力していただけるメディアスポンサー様を募集しています。

【メディアスポンサー 募集要項
】
●
告知協力について
スポンサードいただく場合には、ニュースやメールマガジンなどでの開催告知協力をお願
いしております。
●
提供させていただくスポンサー枠について
掲載順序はお申込み先着順となります。
●
ロゴデータについて
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・バナーサイズ：横200px×縦100px 背景は白、枠線無し
（cssの設定で周囲にグレーの枠線が入ることがあります）
・バナー画像形式：png / gif / jpg のいずれか。（swfは不可）
・バナーを作れないという団体様は、ai / png / gif / jpg/ psd いずれかのロゴデータ（背景
は 白もしくは透過）をお送りください。
（当方でバナーを作成する場合、サイトへの掲載にお時間を頂きます。）
メディアスポンサーお申込みは下記電子メールアドレスまでお問い合わせください。ま

た、団体会員への告知などにご協力いただける協力団体様、イベントスポンサー等もあわ
せて募集しております。
→E-mail： abc_info@android-group.jp

※ 「Android」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。
※ 記載されている会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。
＜
日本Androidの会について＞
日本Androidの会は2008年9月に設立した、日本におけるAndroidの普及促進を目指すコミュニティ
です。
その目的を達成するため、日本Androidの会には、開発者だけではなく、Androidに興味をもつす
べてのユーザーが、法人・個人を問わず参加できるようになっており、会員数は20,000人を突破
しました。現在の主な活動として、メーリングリストの運営、イベント・勉強会の開催、執筆活
動等を行っています。
日本Androidの会 公式WEBサイト
→
http://www.android-group.jp/
Facebook 日本Androidの会ページ
→
https://www.facebook.com/JapanAndroidGroup
＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
E-mail： 
abc_info@android-group.jp
※ 電話でのお問い合わせは受け付けておりません。予めご了承ください。
※ 今後配信を希望されない場合は下記フォームよりご連絡ください。
http://goo.gl/jl5gmQ
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