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RISC-V Days Tokyo 2022 Spring

スポンサーガイド

一般社団法人 RISC-V 協会
問い合わせ先：yasuyuki.saito@riscv.or.jp

　この度は RISC-V Days Tokyo へのスポンサーシップにご協賛いただきどうもありがとうございました。本ド

キュメントでは、スポンサーのみなさまの情報を広く事前に公開して参加者の興味を惹くために、またプレゼン

テーション等を滞りなく進めるために、重要なタイムラインを示しています。プレゼンテーションやリハーサル方法

の詳細については、別途ドキュメントをご用意しておりますのでそちらをご参照ください。なお、いただいた情報

はカンファレンスの前後でネット上で公開させていただく場合がありますのでご承知おきくださいませ。カンファレ

ンスの滞りない実施のためにも、講演情報等の提出期限の厳守にご協力いただきますよう、どうぞよろしくお願

いいたします。

RISC-V Days Tokyo 2022 Spring

2022年 5月31日 (火)　13:00 - 17:00  JST（日本標準時間・GMT+9）オンライン開催

2022年 6月1日 (水)　10:00 - 15:00  JST（日本標準時間・GMT+9）オンライン開催

2022年 6月2日 (木)　10:00 - 15:00  JST（日本標準時間・GMT+9）オンライン開催

1.重要なタイムライン

1.1 プレゼンテーション

　　提出物

期 日 提出物 提出方法

4/29
（金）

提出期限 #1

発表タイトル
編集可能な共有ドキュメント上の
フォームにご記入いただきます講演者

氏名・所属・役職・Mail Address
（日本語・英語）
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5/13
（金）

提出期限 #2

企業または組織の紹介
英文50ワード、日本文200文字

講演者経歴
英文50ワード、日本文200文字

講演者 顔写真（正方形）

講演者 コンタクト情報

5/20
（金）

提出期限 #3

プレゼンテーション概要
英文50ワード、日本文200文字

5/27
（金）

最終プレゼンPDF原稿 yasuyuki.saito@riscv.or.jp
までご送付ください

上記いただいた情報は、カンファレンスのウェブポータルに掲載いたします。

以下の例をご参照ください：

○ https://riscv.or.jp/risc-v-days-tokyo-2022-spring/

○ https://riscv.or.jp/riscv-day-tokyo-2022/presenter-bios

○ https://riscv.or.jp/en/risc-v-days-tokyo-2022-spring-en

○ https://riscv.or.jp/riscv-day-tokyo-2022/presenter-bios-en

　講演リハーサル

日 程 項 目 スケジューリング方法

5/9 〜 5/13 講演リハーサル 日程調整 TBD（後日ご連絡します）

5/16 〜 5/27 講演リハーサル TBD（後日ご連絡します）

5/31 〜 6/2 イベント当日 ー

リハーサル方法や、当日のご講演の実施方法の詳細は、別途資料をお送りいたします。

1.2 オンライン RISC-V パビリオン (バーチャル・デモブース)

オンライン開催の推奨日程： 6月1日、2日　15:00 - 17:00  JST（日本標準時間・GMT+9）

　　提出物

期 日 提出物 提出方法

4/29
(Fri)

提出期限 #1

デモ・タイトル 編集可能な共有ドキュメント上の
フォームにご記入いただきます

デモ 実演者
氏名・所属・役職  Mail Address
（日本語・英語）
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5/13
(Fri)

提出期限 #2

企業または組織の紹介
英文50ワード、日本文200文字

デモ 実演者 紹介
英文50ワード、日本文200文字

デモ 実演者 顔写真（正方形）

5/20
(Fri)

提出期限 #3

デモ Webポータル用 説明画像

デモの説明
英文100ワード
日本文400文字

デモ実施時間（例：4/xx 10:00〜16:00）

プライベート・メッセージ受信用Emailアドレス

ライブ・デモ へのURL
（Zoom等のテレカン・システム利用を想定）

宣伝用デモ紹介ビデオへのURL
（Youtube等へのリンク）

宣伝用デモ紹介PDF
（PDFへのURLでも可）

上記いただいた情報は、カンファレンスのウェブポータルに掲載いたします。

以下の2021 Autumn の例をご参照ください：

Jananese

https://riscv.or.jp/risc-v-days-tokyo-2021-autumn/＃VDB

https://riscv.or.jp/risc-v-days-tokyo-2021-autumn/online-pavilion//#SHC

English

https://riscv.or.jp/en/risc-v-days-tokyo-2021-autumn-en/#VDB

https://riscv.or.jp/en/risc-v-days-tokyo-2021-autumn-en/online-pavilion/#SHC

（なおデザイン等に多少の変更が入る可能性がある旨お含みおきください）。

　パビリオン・デモの配信自体は企業様ご自身でご提供いただきます。Zoomなどの使い慣れた

ビデオ会議サービスをご利用ください。

　接続テスト

ライブ・デモの接続テストは、ライブ・デモ開催者にて確認をお願い致します。

日 程 項 目 スケジューリング方法

〜 5/20 提出期限 #3　ライブ・デモ へのURL、日程 ー

〜 5/27 接続テスト：ライブ・デモ のURL ー
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6/1 〜 6/2 イベント当日 ー

1.3 プレスカンファレンス

　　提出物

期 日 提出物 提出方法

TBD TBD TBD

2. カンファレンス準備全体のスケジュール感（予定）

日 程 項 目

4/15 スケジュールのドラフト公開

⁝

4/29
提出期限 #1

ニュースリリース #2

⁝

5/13 提出期限 #2

5/9 ～ 5/13 リハーサル日程調整

5/20
提出期限 #3

ニュースリリース #3

5/16 〜 5/27 リハーサル

5/27 プレゼンテーションpdf

5/30 プレスカンファレンス

5/31 DAY 1

6/1 DAY 2

6/2 DAY 3

RISC-V Days Tokyo にご貢献いただきどうもありがとうございます。
END OF DOCUMENT
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