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▪ PostgreSQL Conference Japan （通称 PostgreSQLカンファレンス） とは
▪ 日本PostgreSQLユーザ会（JPUG）が毎年開催している国内最大の PostgreSQLをテーマと
したカンファレンスイベント

▪ 1Dayで実施。日本のユーザ向けに PostgreSQLの導入事例や技術情報を伝える場とします。

▪ ゲストによる基調講演×1枠、一般公募セッション×6枠、チュートリアルセッション×4枠、スポンサー
セッション×3枠で構成されます。一般公募はカンファレンス実行委員会で選考します。

▪開催主旨

▪ PostgreSQLに関連する最新情報の提供

▪ 開発者とユーザ、ユーザ同士の交流によるPostgreSQL普及の促進

▪ 開発者とユーザ、ユーザ同士の交流による人的ネットワークの拡充

▪キーノートセッション

▪ PostgreSQL開発者を招聘する予定です。

PostgreSQL Conference Japan とは



▪会場での対策

本イベントは会場で実施します。感染症対策に以下を実施する予定です。

▪ アルコール等消毒液の配備

▪ 来場時に必ず使用いただきます。

▪ 来場者はマスク着用

▪ マスクの配布も予定しています。

▪ 広い間隔の座席

▪ ３人掛けのテーブルに椅子2つを設置します。

▪ 講師控室等も含めて全体的に人数に対して例年よりも広い部屋を用意いたします。

▪状況に応じた縮退／オンライン化
11月 13日の開催日までに 9月15日 と 10月15日 の時点（早割チケット発売開始日と通常チ
ケット発売開始日）で、状況をみて、会場定員を縮小したり、懇親会を中止したりすることがあります。

会場定員を大きく減らした場合には、無料視聴のオンライン配信を併用する予定です。また、一部の
講演についてはリモートから実施いたします。

場合によっては完全なオンライン化に切り替えることも検討しております。

感染症対策について



▪開催日 ：2020年11月13日(金)
▪時間 ：10:00～18:00
▪主催・運営 ：特定非営利活動法人 日本PostgreSQLユーザ会(JPUG)

内 PostgreSQL Conference Japan 2020 実行委員会

▪参加者数 ：200名
▪会場 ：AP日本橋（東京駅徒歩5分）

▪ Webサイト ：https://www.postgresql.jp/jpug-pgcon2020

▪参加費用 ：5,000円（早期割引：2,500円）
※午後チュートリアルセッション参加者は別チケット購入
※チケット種別・購入の詳細については別ページに記載

▪体制：
▪ 実行委員：JPUG理事（ SRA OSS, Inc. 日本支社） 高塚 遥
▪ 実行委員：JPUG理事（株式会社ラック） 武田 一城
▪ 実行委員：JPUG理事長（ 株式会社アシスト） 喜田 紘介
▪ 協力 ：当日スタッフ（JPUG理事、JPUGスタッフ、一般公募スタッフ）



当日のプログラム

時間

会場分割 会場A 会場T 会場B

チュートリアル講座①　T1
（50分）

18:30～20:00 懇親会

17:00～17:20 休憩（20分）パーティション撤去

17:20～18:00 ライトニングトーク（5分×6人＝30分）＋クロージング（10分）＝40分

16:10～17:00
一般講演セッション②　A4

（50分）
チュートリアル講座④　T4

（50分）

15:00～15:10 休憩（10分）

15:10～16:00
ゴールドスポンサーセッション❷　A3

（50分）
チュートリアル講座③　T3

（50分）
一般講演セッション⑤　B3

（50分）

一般講演セッション⑥　B4
（50分）

統合会場

10:00～10:10

10:10～11:10

13:10～14:00
一般講演セッション①　A1

（50分）

16:00～16:10 休憩（10分）

一般講演セッション③　B1
（50分）

一般講演セッション④　B2
（50分）

基調講演（60分）
（スピーカー調整）

11:10～12:10

12:10～13:10

＜開場9:30＞
オープニング（10分）

14:00～14:10 休憩（10分）

14:10～15:00
ゴールドスポンサーセッション❶　A2

（50分）
チュートリアル講座②　T2

（50分）

プラチナスポンサーセッション（60分）
【プラチナスポンサーによる講演】

昼食休憩（60分）
（13:00過ぎからパーティション分割）



▪チュートリアルトラック
午後の１トラック（４セッション）に、PostgreSQL初学者むけの基本的な
解説講座からなるチュートリアルトラックを設置します。セミナー参加チケット
の代わりにチュートリアル参加チケットを購入いただきます。チュートリアル参
加チケットは会場座席数のみ販売します。

▪懇親会
[時 間] 18：30～20：20

[会 場] AP日本橋内（立食式）

[人 数] 80名

[会 費] 4,000円(イベントレジストによる事前徴収）

※登壇者を招待します

当日のプログラム 補足説明



チケット種別

● 参加チケット （早割チケットがあります）

チケット名称 購入可能期間 金額

★★★早割りチケット★★★
PostgreSQLカンファレンス 参加券

（10:00～17:00）

2020年 9月 15日
～

2020年 10月 14日
¥2,500

＜通常チケット＞
PostgreSQLカンファレンス 参加券

【10:00～17:00】

2020年 10月 15日
～

2020 11月 13日
¥5,000

★★★早割チケット★★★
PostgreSQLカンファレンス (+チュートリアル) 参加券

【10:00～17:00】

2020年 9月 15日
～

2020年 10月 14日
¥4,000

＜通常チケット＞
PostgreSQLカンファレンス（+チュートリアル）参加券

【10:00～17:00】

2020年 10月 15日
～

2020年 11月 13日
¥8,000

PostgreSQLカンファレンス 懇親会 参加券
【18:30～20:00】

2020年 9月 15日
～

2020年 11月 13日
¥4,000



▪ プラチナスポンサー 50万円 1枠のみ
▪ 午前中セミナー枠 (会場分割前の全体講演/60分)
▪ 招待参加者 8名
▪ 全員配布パンフレット 3種
▪ その他（ Webページ、各種告知、会場に協賛社名／ロゴを掲示）

▪ ゴールドスポンサー 20万円 2枠のみ
▪ 午後セミナー枠 (会場３分割後の会場/50分)
▪ 招待参加者 4名
▪ 全員配布パンフレット 2種
▪ その他（Webページ、各種告知、会場に協賛社名／ロゴを掲示。

▪ シルバースポンサー 5万円 限定なし
▪ 無料参加 2名
▪ 全員配布パンフレット 1種
▪ その他（Webページ、各種告知、会場に協賛社名／ロゴを掲示）

▪ メディアスポンサー 無料
▪ メディア様のロゴやサイトへのリンクをイベントページに掲載、講演者へのインタビュー希望がある場合の手配等、
代わりに本イベントの告知を行っていただく。

▪ その他
▪ 主に海外からの講演者で旅費は会社負担で来ていただける場合は、ゴールドスポンサー相当
の掲載ほかの特典を検討する。

スポンサーシップ



スケジュール

▪開催日決定、Web公開 2020年 4月 15日

▪講演募集、協賛募集 2020年 6月 15日

▪講演募集 締め切り 2020年 8月 31日

▪プログラム公開 2020年 9月 15日

▪早割チケット発売開始 2020年 9月 15日

▪通常チケット発売開始 2020年 10月 15日

▪開催当日 2020年 11月 13日

※スケジュールは変更されることがあります



会場（アクセスマップ）



▪本カンファレンスに関するお問い合わせ、スポンサーお申込みは、以下に
お寄せください。

JPUG PostgreSQLカンファレンス担当

Mail:  jpug-pgcon@ml.postgresql.jp

JPUG事務局

Mail:  jpug-staff@ml.postgresql.jp

TEL:   03-5979-2729 

mailto:jpug-pgcon@ml.postgresql.jp
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