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• 2013年より毎年12⽉、次世代ICT基盤技術など先進技術のテーマに関して議論・情報交換・発信を沖
縄県内で開催しています。

• 技術開発とビジネス、利⽤者と提供・運⽤者、エンジニアと学⽣などそれぞれの側⾯を持った参加者が⼀同
に会し、講演、議論を⾏う場を提供しています。

• 過去開催の様⼦（2013~2021）
https://www.okinawaopendays.com
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Okinawa Open Days について



Okinawa Open Days（OOD）は沖縄オープンラボラトリ（OOL）が設⽴された2013年から毎年12⽉に開催しており、今年で10回
⽬の節⽬を迎えることになりました。この記念すべきOOD2022の開催を皆さまにお伝えできることを⼤変嬉しく思います。

第1回のOOD2013は、当時注⽬されていたSDN、クラウド技術をテーマに開催しました。その後、OOLの活動展開に沿って毎年様々な
テーマやプログラムに取り組んでまいりました。

OODは技術と産業、社会のあるべき姿やデジタル社会の新たな可能性など⾼い視点から幅広くオープンに議論し参加者が交流する場とし
て、産官学から多彩な講師をお招きし、基調講演やパネルを企画するとともにOOLの活動状況や成果を発表し、参加者の皆さまと次の活
動展開についての議論も⾏ってまいりました。

OOLの活動との関連では、研究活動の対象領域が、SDN、クラウド技術から、5GなどのNW基盤技術、IoTプラットフォームやデータ利活
⽤のためのデータ基盤技術に広がるのに伴い、OOD内で扱う技術テーマも同様に広がってきております。OOLがユースケース研究を通して、
ICT活⽤による沖縄の地域課題解決への取り組みを進める中で、シビックテック活⽤やオープンデータ活⽤に関するワークショップやアイデア
ソン、ハッカソンなどをOOD内で開催するようになり、昨年開催したOkinawa Open Data ChallengeのようにOODからスピンアウトして、
独⽴した交流イベントになった例も⽣まれてきました。⼈材育成の観点からは、OOLの⼈材育成プログラムと連携したプログラムコンテストな
ども開催いたしました。また、海外の技術コミュニティや、台湾やマレーシアなどの海外会員との交流の場として、海外技術者との国際交流
会などもOOD内で実施してまいりました。

今年のOOD2022は、「ユンタクしながらジンブンを出そう（沖縄の⾔葉で、雑談や議論をしながら参加者の知⾒を深め知恵を出そう、の
意）」との基本コンセプトの下、参加者が相互に交流し、より具体的で活発な議論ができるよう新たなテーマ、プログラムの企画、準備を鋭
意進めております。この2年間は新型コロナウィルス感染拡⼤防⽌の観点から、オンライン開催や現地参加を絞りオンライン参加を進めるな
どの対応を取ってまいりましたが、今年はOODの原点である「沖縄を技術者の交流の場に」、「沖縄に集まろう」を合⾔葉に、現地協賛ブー
スの再開など、現地会場を充実させてまいります。より多くの皆さまのご参加をお待ちしております。

⼀般社団法⼈ 沖縄オープンラボラトリ
代表理事 伊藤 幸夫
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OOD2022 開催にあたって
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OKINAWA OPEN DAYS 2022（OOD2022）

会 期 2022年12⽉13⽇（⽕）〜15⽇（⽊）

時 間 13:30〜17:00（2⽇⽬のみ19:00まで）

会 場 沖縄県市町村⾃治会館（那覇市）＋オンライン配信

主 催 ⼀般社団法⼈沖縄オープンラボラトリ

概 要

『世の中を変えるオープンテクノロジーとアイデアの集結』を
キーコンセプトにした沖縄発・沖縄開催のICTイベント。技術開
発とビジネス、利⽤者と提供・運⽤者、トップエンジニアと学
⽣、⽇本と海外などそれぞれの側⾯を持った参加者が⼀同に会
し、講演、議論を⾏う場を提供。

参 加 費 無料（事前登録制／2022年10月下旬登録開始予定）

参 加 者 約100名/⽇

公式サイト https://www.okinawaopendays.com

12⽉13⽇

12⽉14⽇

12⽉15⽇

開催概要/スケジュール（案）

講演・関連会議・スポンサーセッション
スポンサー展⽰

講演・関連会議・スポンサーセッション
スポンサー展⽰

講演・関連会議・スポンサーセッション
スポンサー展⽰

BoF

※スケジュールは2022/6⽉時点。変更可能性あり

スケジュール
13:30 19:00

■ 新型コロナウイルス感染症対策について

本イベント開催は、政府・⾃治体のガイドラインを基に、徹底したコロナ安全対策を
実施して開催します。

17:0012:30
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沖縄県市町村⾃治会館（沖縄県那覇市旭町116-37）
⾃治会館ホール（2階）

沖縄会場について
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展⽰場所︓ホワイエ

展⽰場所/ブース仕様について

社名板：
W900×H200 
mm
※ロゴのみの表記
となります。

展⽰テーブル
（W1800×D600×H700 
mm）
※テーブルクロス付き

1,980 mm

2,100 
mm

【ブース詳細】
・バックパネル：２枚（W990×H2100㎜）
・社名板：１枚（W900×H200㎜）
・展⽰テーブル：１台
（W1800×D600×H700）
・テーブルクロス：１枚
・椅⼦：１脚
・コンセント：１個（500W 2個⼝）

※仕様は変更になる場合があります。
お申し込み後、事務局からお送りする
出店マニュアルでご確認ください。

⼩間イメージ
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スポンサーページについて
OOD公式サイト内にて協賛社紹介のページを設置します。

OOD公式サイト内展⽰（2021年度参考）

企業ロゴ 企業ロゴ 企業ロゴ

企業ロゴ 企業ロゴ 企業ロゴ

企業ロゴ 企業ロゴ
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スポンサープラン
OOD2022では本会議をより盛⼤なものにするために、ご協賛いただく企業・団体を募集します。
本イベントを盛り上げるべく、取り組みの趣旨をご理解いただき、是⾮ともご協⼒・ご協賛いただきますようお願い申し上げま
す。

プラチナ ゴールド シルバー ブロンズ

協賛⾦（税別）
⼀般 100万円 60万円 40万円 10万円
沖縄県内企業 90万円 50万円 30万円 5万円

協賛セッション 1⼝1枠 15分 10分 5分 ー

OOD公式サイト

企業ロゴ・企業名 〇 〇 〇 〇

企業サイトへのリンク 〇 〇 〇 〇

協賛紹介ページへの掲載 テキスト・動画・資料
DL（1社につき4本）

テキスト・動画・資料
DL（1社につき3本）

テキストのみ・資料DL
（1社につき2本）

テキストのみ・資料DL
（1社につき1本）

休憩中配信
1⼝1分以内 〇 〇 − −

企業ロゴスライドショーの掲載 〇 〇 〇 〇

会場
1社1ブース 約4m×約1m

（2⼩間分） 約2m×1m 約2m×1m −

受付での資料配布権 〇 − − −

情報の提供

参加申込者情報
(組織名/⽒名/メールアドレス) 〇 〇 − −

参加申込者統計情報 〇 〇 〇 〇

イベント全体参加者数 〇 〇 〇 〇
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OOD2021参考情報
参加者属性/来場者実数



OOD2021参加者について
（事前アンケート︓297件）

居住地

東京都 105

神奈川 68
沖縄県 51
千葉県 27
埼⽟県 16
福島県 10
京都府 4
⼤阪府 1
茨城県 1
岡⼭県 1
愛媛県 1
静岡県 1
⽇本国外 1
未回答 10

参加回数

初めて 159
2回⽬ 42
3回⽬ 38
4回⽬ 11
5回以上 46

年代

20代 35
30代 49
40代 93
50代 93
60代 14
未回答 13



OOD2021参加者について



12

12

協賛・キャンセル規約

1.契約⼿続き
協賛申込の完了をもって出展契約締結となります。
契約締結後の協賛取り消しについては以下の通りになります。

2.協賛契約締結後の協賛取り消しについて
2-1 イベント中⽌による場合
戦争、⽕災、ストライキ、地震、法令、天災地変、公共交通機関、疫病、政府及び官公庁による規制または命令、指導、要請など
で、本イベントの開催が困難と判断された場合、主催者は延期・中⽌を決定することができるものとし、この場合、主催者は協賛社に
対して協賛⾦の払い戻しを⾏う以外、これにより⽣じる損害、損失について、⼀切の責任は負わないものとします。
国または地⽅⾃治体から新型コロナウイルス感染拡⼤に伴う緊急事態宣⾔、イベン トの⾃粛命令、要請等が発令され、イベントの
中⽌を⾏う場合には、不可抗⼒原因によるものとします。オンラインのみで開催する場合は、イベントの中⽌には該当しません。
なお、協賛⾦返⾦を⾏う場合、返⾦額は中⽌が決まった⽇までの経費を算出し、その分を引いた額とします。

2-2 協賛社都合による場合
協賛社の都合で協賛を解約する場合は、必ず⽂書にてその旨を連絡してください。その際、協賛申込書を受理した⽇を契約⽇とし、
次の取消料を申し受けます。
1.2022年11⽉12⽇(⽉)までは協賛⾦額の50%（消費税別）
2.それ以降は協賛⾦額の100％（消費税別）

以上の協賛・キャンセル規定を必ずご確認の上、申込書の確認チェック欄にチェッ クを⼊れてお申し込みください。

⼀般社団法⼈ 沖縄オープンラボラトリ
Okinawa Open Days 2022 実⾏委員会事務局

協賛の注意事項
―― 協賛・キャンセル規約を必ずご確認の上、お申し込みください ――



協賛お申し込み/お問い合わせ先

Okinawa Open Days 2022 協賛お申し込みフォーム
https://forms.gle/NzRQW1zXXPDWdaGu8

お申し込み期限
1次締め切り︓2022年9⽉30⽇（⾦）
2次締め切り︓2022年11⽉12⽇（⽉）

お問合せ
Okinawa Open Days 2022 運営事務局
TEL︓098-989-1940
email: ood-admin@okinawaopenlabs.org
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https://forms.gle/NzRQW1zXXPDWdaGu8
mailto:ood-admin@okinawaopenlabs.org

