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ご協賛のご案内 
2019年11月5日 
サンシャインシティ会議室 



Meet Magentoとは 
Meet	Magentoは、オープンソースEコマースプラットフォーム・Magentoの	
コミュニティカンファレンスです。	
毎年インド開催を皮切りに、世界各地で20以上のMeet	Magentoが開催されて
います。	
	
日本では2015年より毎年11月に開催しており、日本に居ながらにして
Magentoの最新情報を入手できる唯一の機会となっています。	

Meet Magentoの目的 
Meet	Magentoは、コミュニティによるカンファレンスです。	
Magentoに関係する様々な方々に対し、新しい出会いや発見が得られる機会
をご提供することを最大のミッションとしています。	



開催日時:		2019年11月5日 (火)	
							イベントセッション	:		10:00	–	18:00	

								懇親会:						18:00	–	20:00		
	

開催場所:	 サンシャインシティ会議室 (東京・池袋)	

																			メインルーム　100～150名規模想定	
																			サブルーム　50名規模想定	

																			展示ブース併設	
	

集客目標:		100～150名	

　   (2018年実績	:	100名超の参加者)	
		

 

開催概要 



JP



2018年タイムテーブル（参考） 
メインセッション サブセッション 

10:00	-	10:10 オープニング (西 宏和	/	ベリテワークス) 

10:10	-	10:30 ECサイトの運営に役立つ心理学の理解　(浅賀 桃子	/	ベリテワークス) 

10:30	-	11:00 Magento	and	Power	of	Open	Source（Max	Yekaterynenko	/	Magento） 

11:00	-	11:30 国内大規模事例(1)	:	提案から開発まで現場の出来事　(村松 篤史	/	CO-WELL	Co.,	Ltd) 

11:30	-	12:00 【多言語・多通貨・ダブルスタンダード】で世界に挑む越境ダーツショップ	
（橋本 泰宏	/	Fang	Hong	Inc.） 

11:50	-	13:00 昼休憩 

13:00	-	13:30 PayPal決済でのコンバージョン改善方法	(Danny	Houk	/	PayPal) インボスター症候群への対処	(松本 悠汰	/	ベリテワークス) 

13:40	-	14:10 Tech	Talk	–	GraphQL	in	Magento2	(Eugene	Shakhuvarov	/	Magento)	 多言語化用Magentoプラグインのご紹介	(軍司 洋司	/	Elanex	Japan)	

14:20	-	14:50 コマースエクスペリエンス向上のポイント	(岡田 宗久	/	Dentsu	Isobar)	 InstagramショッピングでECサイトはどう変わるのか？	(坂本 翔	/	ROC	
Inc.	&	一宮 孝	/	WAKUWAKU)	

14:50	-	15:20 コーヒーブレイク 

15:20	-	15:50 Asynchronous	&	Bulk	API	(Volodymyr	Kublyskyi	/	Magento)	 とあるヘビートラフィックなM2サイトの事件簿	
(西 宏和	/	ベリテワークス)	

16:00	-	16:30 国内大規模事例(2)	:	オフショア開発の現場での性能チューニングと構成管理	(林 隆
洋	/	CO-WELL	Co.,	Ltd)	

国内企業の新規デジタル事業をMagento	Commerce	Cloudとリーン＆ア
ジャイル開発で高速ロンチ(川渕 洋明	/	CI&T)	

16:40	-	17:10 The	path	to	purchase	with	Google	(小川 安奈	/	Google) 

17:10	-	17:40 Magento	Roadmap	&	Magento	Association	(Ben	Marks	/	Magento)	

17:40	-	17:50 クロージング (浅賀 桃子	/	ベリテワークス) 
 

18:00	-	20:00 懇親会（同会場にて） 
 



2018年ご協賛企業 



Veriteworks Inc. 
CO-WELL Co., LTD 
Dentsu Isobar 
Elanex Japan K.K. 
PayPal 
CI&T Japan Inc 
VeriTrans Inc. 
PAYGENT Co., LTD 
SmartOSC 
Hiro-Chi-Shop Co., Ltd 
Canon Inc 
Magento, an Adobe Company 
WAKUWAKU 
ROC inc 
Fang Hong Inc 
Open Face LLC 
ADDME SYSTEM 

Welocalize 
MonoCraft Co.Ltd 
Direct Marketing Group 
MonotaRO Co.,Ltd 
Concrete5 Japan 
Transperfect 
Adobe 
Bluelug 
World Motor Life corp., 
Sharp 
Kibera 
Nestle Japan 
Dr. Warkentin GmbH	
WEBIMPACT, Inc 
DAISO CO.,LTD 
Nihon System Kaihatsu Co., Ltd 
Google 

2018年参加企業（順不同） 



プラチナ ゴールド シルバー ブロンズ 

ブース展示 大	
 

中	
 

小	
 

- 

イベントサイトへの	
貴社ロゴ掲載 

特大 大 中 小 

貴社御取引先の	
無料ご招待枠 

10 5 2 1 

スタッフ無料枠 5 2 1 1 

追加スタッフ用チケット 50%	Off ← ← ← 

セッション枠 ○(2)	
メインルーム 

○(1)	
メインルーム 

○(1)	
サブルーム 

- 

当日配布手提げ袋への	
ロゴ掲載 

特大 大 中 小 

参加者ネームカードへの	
ロゴ掲載 

○ - - - 

当日配布手提げ袋への	
貴社販促物の同封	

○(3) ○(2) ○(1) - 

費用（税別） ¥750,000 ¥400,000 ¥150,000 ¥50,000 

ご協賛プラン概要 



ü シルバースポンサー以上は専用ブース展示により、貴社製品・サービス
の魅力を参加者に訴求していただくことができます。	
（ご商談も可です）	

ü 参加者はEコマース、特に越境ECに関心がある方が多くなることが予想
されるため、貴社製品・サービスが越境ECに対応していることをアピー
ルいただけます。	

ü スポンサー各社様にはご招待枠でのイベント参加が可能です。	
（グレードによって人数は変わります）	

ü 貴社会社ロゴをイベントサイト・配布物に掲載することで、企業として
のアピールにつながります。	

ご協賛のメリット 



プラチナスポンサー 

ü 4.5m四方の展示ブースをご用意します	
ü スポンサー登壇枠を2枠ご用意します	

ü 当日配布用手提げ袋と参加者名札に貴社ロゴを印刷いたします	
ü 当日参加者への配布物に、貴社販促物を3部同封します	

ü お取引企業様を10名まで無料ご招待いただけます	

ü 貴社スタッフ参加枠を5枠ご用意します	
ü イベントサイト上に貴社ロゴを掲載いたします 

￥750,000（税別） 



ゴールドスポンサー 

ü 3m四方の展示ブースをご用意します	
ü スポンサー登壇枠を1枠ご用意します	

ü 当日配布用手提げ袋に貴社ロゴを印刷いたします	
ü 当日参加者への配布物に、貴社販促物を2部同封します	

ü お取引企業様を5名まで無料ご招待いただけます	

ü 貴社スタッフ参加枠を2枠ご用意します	
ü イベントサイト上に貴社ロゴを掲載いたします 

￥400,000（税別） 



シルバースポンサー 

ü 2m四方の展示ブースをご用意します	
ü スポンサー登壇枠を1枠ご用意します	

ü 当日配布用手提げ袋に貴社ロゴを印刷いたします	
ü 当日参加者への配布物に、貴社販促物を1部同封します	

ü お取引企業様を2名まで無料ご招待いただけます	

ü 貴社スタッフ参加枠を1枠ご用意します	
ü イベントサイト上に貴社ロゴを掲載いたします 

￥150,000（税別） 



ブロンズスポンサー 

ü 当日配布用手提げ袋に貴社ロゴを印刷いたします	
ü お取引企業様を1名まで無料ご招待いただけます	

ü 貴社スタッフ参加枠を1枠ご用意します	
ü イベントサイト上に貴社ロゴを掲載いたします 

￥50,000（税別） 



注意事項 
•  ブース出展にはシルバースポンサー以上への協賛が必須となります。	

•  協賛いただいた上で、ブース／セッション枠をご希望されないことも可能です（お申
込の際にその旨記載ください）。	

•  ブロンズスポンサーお申込で、セッション実施をご希望される場合は審査時に優遇さ
せていただきます。	

•  お申込は別途送付「スポンサー申込書」記載の上、申込書記載のE-
mail（info@veriteworks.co.jp）への添付、またはFAX	(03-5842-1906)	にてお願いいたし
ます。	

•  協賛お申込期限は9月30日（月）、スポンサー費用のお振込期限は10月31日（木）と
なります。	

	



	
協賛や運営に関するお問い合わせは以下までお願いいたします。	
	
ベリテワークス株式会社　Meet	Magento	JP運営事務局	
info@veriteworks.co.jp	
Tel:	03-5842-1905	(平日10時～18時)	

#MM19JP 


