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<プレスリリース>
ABC 2019 Spring 開催日5/26迫る
報道機関各位
2019年5月23日
日本Androidの会

「Android Bazaar and Conference 2019 Spring」
開催日5月26日(日)、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26日(日)に東海大学高輪キャンパスにて「Android Bazaar and Conference 2019
Spring (ABC 2019 Spring)」を開催します。
開催直前の最終案内として、改めてご案内申し上げます。
記

★ 開催概要
イベント名称 A
 ndroid Bazaar and Conference 2019 Spring
（
ABC 2019 Spring）
○ テーマ
LIFE
○ 日時
2019年5月26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
○ 主催
日本Androidの会・特定非営利活動法人日本Androidの会
○ 公式サイト
https://abc.android-group.jp/2019s/
○ 参加募集ページ(connpass)
https://japan-android-group.connpass.com/event/125928/
○ Twitter
@androidgroup_jp ハッシュタグ #ABC2019S
○ 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の各テーマ・内容は都合により変更することがありま
す。
※ ハンズオンセミナー参加には、事前の申込み、事前準備が必要の場合があります。
○

★ 参加登録について
ABC 2019 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・来場者登録を受付中です。
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。
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→
https://japan-android-group.connpass.com/event/125928/

★ 基調講演ならびにカンファレンスについて
午前開催の
基調講演
は、
鈴木拓生氏
(Google/Developer Relations Program Manager)に
「
Google I/O 2019 Recap!
」と題して、Google I/O 2019 で発表された最新の技術トピッ
クについてご講演いただきます。引き続き、
岩尾エマはるか氏
(Google/Developer
Advocate)に「
円周率世界記録31.4兆桁への道
」と題して、円周率34兆4159億桁あまりを
Google Cloudを使って計算し、世界記録を更新したことについて、その動機、記録達成に
使用した計算機クラスタのアーキテクチャ、パブリッククラウドを使ったことの意義など
についてご講演いただきます。
また、午後開催の
カンファレンス(講演)について、以下のみなさまにご登壇いただきま
す。(敬称略)
LIFEトラック
…萩野たいじ(IBM/Developer Advocate) /矢野りん(バイドゥ株式会社/プロダ
クト事業部部長) / 五十嵐悠紀(明治大学 総合数理学部/准教授) / 伊藤洋一(三井トラスト基
礎研究所/主席研究員)
HOTトラック
…足立昌彦(株式会社カブク/CEO & CTO) / 里山南人(株式会社ビデオマー
ケット/執行役員 VP of Engineering / サービスプラットフォームセクション長) / 林田守加
(ちーむパンサル/議事録係) / 南里勇気(株式会社FiNC Technologies/Software Developer)
モバイルWebトラック
…堀正斉(PWA Beginners/PWA Beginners主催者)、平田智子(PWA
Beginners/PWA Beginners主催者) / 菅家 大地(株式会社TAM/フロントエンドエンジニア)、
福田清二(PWA Night /Civic hacker ) / kinneko(日本Androidの会 金沢支部/金沢支部長)、
進藤龍之介(日本Androidの会 Web Working Group/エンジニア) / 宮本将(日本経済新聞社
/Webエンジニア)
コア技術トラック
…松岡繁(（一財）衛星測位利用推進センター/シニアアドバイザー) /
片山健久(ルネサスエレクトロニクス（株） エンタープライズ・インフラ・ソリューショ
ン事業部/Senior Manager) / 鈴木直康(株式会社芳和システムデザイン 設計部 部長/日本
Androidの会 運営委員) / 柳村将平(株式会社SkyDrive/技術開発部 ソフト/IFチームTL)
フィジカルトラック
…今岡通博(日本Androidの会FPGA部/部長) / 常盤瑛祐(株式会社アメグ
ミ/Founder, CEO) / 大橋太郎(株式会社電波新聞社 編集本部/出版部/特別相談役 コラムニ
スト 電子工作マガジン編集長) / 原田賢太(JapanTaxi株式会社/Bluetooth engineer)
Androidトラック
…ロドリゲス オスカル(Google/Developer Advocate) / イ ボギョン(GMO
ペパボ株式会社 ちーむパンサル/Android エンジニア) / 中川幸哉(ウォーターセル株式会社
/モバイルチーム ディレクター) / あんざいゆき(株式会社ウフィカ/代表取締役)
Google I/Oトラック
…萩倉健支(Google/Developer Programs Engineer) / 一円真治(ヤフー
株式会社/メディアカンパニー 検索統括本部 ローカル検索本部) / 木村隼人(日本Androidの
会 学生部/副部長) / 神原健一(NTTテクノクロス株式会社/エバンジェリスト/テクニカルプロ
フェッショナル)
テクニカルトラック
…市
 川雅明(株式会社オルトア)、遠藤諭(株式会社角川アスキー総合
研究所/主席研究員) / K
 eiji ARIYAMA(めがねをかけるんだ / C-LIS CO., LTD./代表) /
持田宏平(株式会社セラク/デジタルトランスフォーメーション本部データサイエンス事業
部 兼 みどりクラウド事業部 事業部長) / 高橋憲一(株式会社カブク/ソフトウェアエンジニ
ア)
基調講演、カンファレンス
のタイムテーブル、登壇者、講演概要について、
「カンファレ
ンス(講演)タイムテーブル」
をご参照ください。
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→h
 ttps://abc.android-group.jp/2019s/app/#conference

★ ハンズオンセミナーについて
以下の
ハンズオンセミナー
を実施します。詳細について、各ハンズオンセミナーのお申し
込みページをご参照ください。(各セミナー主任講師の敬称略)
【超初心者向け】簡単！AndroidおみくじアプリハンズオンBy 長尾ユリコ
→h
 ttps://teampansaru.connpass.com/event/129430/
ARハンズオンBy 高橋憲一
→h
 ttps://japan-android-group.connpass.com/event/131741/
AndroidハンズオンBy あんざいゆき
→h
 ttps://teampansaru.connpass.com/event/131651/

★ バザールについて
バザール(展示)
について、以下のバザール一覧をご参照ください。
→h
 ttps://abc.android-group.jp/2019s/app/#bazaar

★ 懇親会について
ABC 2019 Spring全日程終了後の18:30から、登壇者・参加者・運営スタッフの交流・情報
交換の場としての、懇親会を開催します。参加希望される方のみの有料懇親会です。参加
会費は、一般1000円(税込)、学生500円 (税込・会場受付で学生証確認、当日お支払)です。
(事前申し込みを推奨)
懇親会の詳細および参加申し込みは、以下のPeatixイベントページをご覧ください。
→
https://abc2019s-party.peatix.com/

★ 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 2019 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
・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。
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→E-mail： a
 bc_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
→h
 ttps://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： a
 bc_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。
h
 ttps://jagjp.page.link/RMPRML
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