
時間 Track1 Track2 Track3 Track4 アンカンファレンス セッション ワークショップ ハンズオン CDP道場

9:00
開場開場開場開場開場開場開場開場開場

9:00
（混み合いますので、お早めの受付けをお願い致します）（混み合いますので、お早めの受付けをお願い致します）（混み合いますので、お早めの受付けをお願い致します）（混み合いますので、お早めの受付けをお願い致します）（混み合いますので、お早めの受付けをお願い致します）（混み合いますので、お早めの受付けをお願い致します）（混み合いますので、お早めの受付けをお願い致します）（混み合いますので、お早めの受付けをお願い致します）（混み合いますので、お早めの受付けをお願い致します）

10:00 開会宣言、各種ご説明開会宣言、各種ご説明開会宣言、各種ご説明開会宣言、各種ご説明開会宣言、各種ご説明開会宣言、各種ご説明開会宣言、各種ご説明開会宣言、各種ご説明開会宣言、各種ご説明

10:30

[WordBench大阪]

【早番】アンカンファ
レンス

荒木の部屋 第１部
「今日の見どころを語

る！」

10:00開始
CoderDojo in 京セラ

ドーム大阪

1ヶ月10円からはじめ
る、簡単静的サイトホ
スティング編

CDP道場 入門編
「CDPを学ぼう（初心
者ハンズオン）」

10:30

レスポンシブ + フ
ラットデザインで 

WordPress テーマを
作ってみよう

【早番】アンカンファ
レンス

荒木の部屋 第１部
「今日の見どころを語

る！」

10:00開始
CoderDojo in 京セラ

ドーム大阪

1ヶ月10円からはじめ
る、簡単静的サイトホ
スティング編

CDP道場 入門編
「CDPを学ぼう（初心
者ハンズオン）」

11:00

こんなクラウドのサー
ビスはヤバい

トレンドマイクロ
（25周年記念、あの
日あの時そして今の対

策遍歴）

[関西PHP勉強会]

レスポンシブ + フ
ラットデザインで 

WordPress テーマを
作ってみよう

【早番】アンカンファ
レンス

荒木の部屋 第１部
「今日の見どころを語

る！」

10:00開始
CoderDojo in 京セラ

ドーム大阪

1ヶ月10円からはじめ
る、簡単静的サイトホ
スティング編

CDP道場 入門編
「CDPを学ぼう（初心
者ハンズオン）」

11:00

こんなクラウドのサー
ビスはヤバい

トレンドマイクロ
（25周年記念、あの
日あの時そして今の対

策遍歴）

Dive into the Cloud 
with our buddy, 

lovely PHP!
@omoon

レスポンシブ + フ
ラットデザインで 

WordPress テーマを
作ってみよう

【早番】アンカンファ
レンス

荒木の部屋 第１部
「今日の見どころを語

る！」

10:00開始
CoderDojo in 京セラ

ドーム大阪

1ヶ月10円からはじめ
る、簡単静的サイトホ
スティング編

CDP道場 入門編
「CDPを学ぼう（初心
者ハンズオン）」

11:00

こんなクラウドのサー
ビスはヤバい

トレンドマイクロ
（25周年記念、あの
日あの時そして今の対

策遍歴）

Dive into the Cloud 
with our buddy, 

lovely PHP!
@omoon

額賀順子

【早番】アンカンファ
レンス

荒木の部屋 第１部
「今日の見どころを語

る！」

10:00開始
CoderDojo in 京セラ

ドーム大阪

1ヶ月10円からはじめ
る、簡単静的サイトホ
スティング編

CDP道場 入門編
「CDPを学ぼう（初心
者ハンズオン）」

11:30

こんなクラウドのサー
ビスはヤバい

トレンドマイクロ
（25周年記念、あの
日あの時そして今の対

策遍歴） [関西PHP勉強会] [WordBench大阪]

【早番】アンカンファ
レンス

荒木の部屋 第１部
「今日の見どころを語

る！」

10:00開始
CoderDojo in 京セラ

ドーム大阪

1ヶ月10円からはじめ
る、簡単静的サイトホ
スティング編

CDP道場 入門編
「CDPを学ぼう（初心
者ハンズオン）」

11:30

こんなクラウドのサー
ビスはヤバい

トレンドマイクロ
（25周年記念、あの
日あの時そして今の対

策遍歴） [関西PHP勉強会] [WordBench大阪]

【早番】アンカンファ
レンス

荒木の部屋 第２部
「午後の見どころを語

る！」

10:00開始
CoderDojo in 京セラ

ドーム大阪

1ヶ月10円からはじめ
る、簡単静的サイトホ
スティング編

CDP道場 入門編
「CDPを学ぼう（初心
者ハンズオン）」

11:30

こんなクラウドのサー
ビスはヤバい

トレンドマイクロ
（25周年記念、あの
日あの時そして今の対

策遍歴） [関西PHP勉強会]

今話題の Vagrant + 網
元AMI で簡単に開発環
境作ってみよう

【早番】アンカンファ
レンス

荒木の部屋 第２部
「午後の見どころを語

る！」

10:00開始
CoderDojo in 京セラ

ドーム大阪

1ヶ月10円からはじめ
る、簡単静的サイトホ
スティング編

CDP道場 入門編
「CDPを学ぼう（初心
者ハンズオン）」

11:30

こんなクラウドのサー
ビスはヤバい

トレンドマイクロ
（25周年記念、あの
日あの時そして今の対

策遍歴）

AWS SDK for PHP の
インストールなら

Composerでしょ！
@slywalker

今話題の Vagrant + 網
元AMI で簡単に開発環
境作ってみよう

【早番】アンカンファ
レンス

荒木の部屋 第２部
「午後の見どころを語

る！」

10:00開始
CoderDojo in 京セラ

ドーム大阪

1ヶ月10円からはじめ
る、簡単静的サイトホ
スティング編

CDP道場 入門編
「CDPを学ぼう（初心
者ハンズオン）」

11:30

杉本礼彦 水上志都

AWS SDK for PHP の
インストールなら

Composerでしょ！
@slywalker

今話題の Vagrant + 網
元AMI で簡単に開発環
境作ってみよう

【早番】アンカンファ
レンス

荒木の部屋 第２部
「午後の見どころを語

る！」

10:00開始
CoderDojo in 京セラ

ドーム大阪

1ヶ月10円からはじめ
る、簡単静的サイトホ
スティング編

CDP道場 入門編
「CDPを学ぼう（初心
者ハンズオン）」

12:00 始めるなら FireFox 

OS
Riak on EC2 [関西PHP勉強会] 森川琢磨

【早番】アンカンファ
レンス

荒木の部屋 第２部
「午後の見どころを語

る！」

10:00開始
CoderDojo in 京セラ

ドーム大阪

1ヶ月10円からはじめ
る、簡単静的サイトホ
スティング編

CDP道場 入門編
「CDPを学ぼう（初心
者ハンズオン）」

12:00 始めるなら FireFox 

OS
Riak on EC2 [関西PHP勉強会]

【早番】アンカンファ
レンス

荒木の部屋 第２部
「午後の見どころを語

る！」

10:00開始
CoderDojo in 京セラ

ドーム大阪

1ヶ月10円からはじめ
る、簡単静的サイトホ
スティング編

CDP道場 入門編
「CDPを学ぼう（初心
者ハンズオン）」

12:00 始めるなら FireFox 

OS
Riak on EC2

いまどきのPHP
@shin1x1

【早番】アンカンファ
レンス

荒木の部屋 第２部
「午後の見どころを語

る！」

10:00開始
CoderDojo in 京セラ

ドーム大阪

1ヶ月10円からはじめ
る、簡単静的サイトホ
スティング編

CDP道場 入門編
「CDPを学ぼう（初心
者ハンズオン）」

12:30

始めるなら FireFox 

OS

上西康太
いまどきのPHP

@shin1x1

【早番】アンカンファ
レンス

荒木の部屋 第２部
「午後の見どころを語

る！」

10:00開始
CoderDojo in 京セラ

ドーム大阪

1ヶ月10円からはじめ
る、簡単静的サイトホ
スティング編

CDP道場 入門編
「CDPを学ぼう（初心
者ハンズオン）」

12:30 住友孝郎 上西康太
いまどきのPHP

@shin1x1

【早番】アンカンファ
レンス

荒木の部屋 第２部
「午後の見どころを語

る！」

10:00開始
CoderDojo in 京セラ

ドーム大阪

1ヶ月10円からはじめ
る、簡単静的サイトホ
スティング編

CDP道場 入門編
「CDPを学ぼう（初心
者ハンズオン）」

13:00
(昼食)(昼食)(昼食)(昼食)(昼食)(昼食)(昼食)(昼食)(昼食)

13:30
(昼食)(昼食)(昼食)(昼食)(昼食)(昼食)(昼食)(昼食)(昼食)

14:00
広告配信システムへの

AWSの活用事例

ビジネスに貢献する戦
略的なITのための

DevOps

[Ruby関西]
「ものづくり」もAWS

で

[HTML5 Caravan]

【中番】アンカンファ
レンス

荒木＆小島の部屋 第
３部「JAWS-UG＆

AWS設計と誕生、成
長とこれから～ここだ

けの話」

設計・移行ワーク
ショップ（仮想RFPか
ら提案書の作成）

Twilio meets AWS
CDP道場 中級編
「CDPを使いこなそ

う！」

14:00
広告配信システムへの

AWSの活用事例

ビジネスに貢献する戦
略的なITのための

DevOps

[Ruby関西]
「ものづくり」もAWS

で

HTML5とモバイル

【中番】アンカンファ
レンス

荒木＆小島の部屋 第
３部「JAWS-UG＆

AWS設計と誕生、成
長とこれから～ここだ

けの話」

設計・移行ワーク
ショップ（仮想RFPか
ら提案書の作成）

Twilio meets AWS
CDP道場 中級編
「CDPを使いこなそ

う！」

14:30 冨田修平 長沢智治 三牧弘司 佐々木陽

【中番】アンカンファ
レンス

荒木＆小島の部屋 第
３部「JAWS-UG＆

AWS設計と誕生、成
長とこれから～ここだ

けの話」

設計・移行ワーク
ショップ（仮想RFPか
ら提案書の作成）

Twilio meets AWS
CDP道場 中級編
「CDPを使いこなそ

う！」15:00

ゼロからはじめる
node.js

DevOpsで実現するグ
ロースハック

[Ruby関西]
Ruby on Railsハンズ

オン

[HTML5 Caravan]

【中番】アンカンファ
レンス

荒木＆小島の部屋 第
３部「JAWS-UG＆

AWS設計と誕生、成
長とこれから～ここだ

けの話」

設計・移行ワーク
ショップ（仮想RFPか
ら提案書の作成）

Twilio meets AWS
CDP道場 中級編
「CDPを使いこなそ

う！」15:00

渡辺俊輔 木下慶 [Ruby関西]
Ruby on Railsハンズ

オン

FirefoxOS

【中番】アンカンファ
レンス

荒木＆小島の部屋 第
３部「JAWS-UG＆

AWS設計と誕生、成
長とこれから～ここだ

けの話」

設計・移行ワーク
ショップ（仮想RFPか
ら提案書の作成）

Twilio meets AWS
CDP道場 中級編
「CDPを使いこなそ

う！」

15:30
渡辺俊輔 木下慶 [Ruby関西]

Ruby on Railsハンズ
オン

浅井智也

【中番】アンカンファ
レンス

荒木＆小島の部屋 第
３部「JAWS-UG＆

AWS設計と誕生、成
長とこれから～ここだ

けの話」

設計・移行ワーク
ショップ（仮想RFPか
ら提案書の作成）

Twilio meets AWS
CDP道場 中級編
「CDPを使いこなそ

う！」

16:00

混乱の中の秩序：サー
ビスベンダーのプラッ
トフォーム構築

ID 連携，認証連携，
Federation あれこれ

[Ruby関西]
Ruby on Railsハンズ

オン [HTML5 Caravan]

【中番】アンカンファ
レンス

荒木＆小島の部屋 第
３部「JAWS-UG＆

AWS設計と誕生、成
長とこれから～ここだ

けの話」

設計・移行ワーク
ショップ（仮想RFPか
ら提案書の作成）

Twilio meets AWS
CDP道場 中級編
「CDPを使いこなそ

う！」

16:00

混乱の中の秩序：サー
ビスベンダーのプラッ
トフォーム構築

ID 連携，認証連携，
Federation あれこれ

[Ruby関西]
Ruby on Railsハンズ

オン

HTML5とTizenへの取
り組み

【中番】アンカンファ
レンス

荒木＆小島の部屋 第
３部「JAWS-UG＆

AWS設計と誕生、成
長とこれから～ここだ

けの話」

設計・移行ワーク
ショップ（仮想RFPか
ら提案書の作成）

Twilio meets AWS
CDP道場 中級編
「CDPを使いこなそ

う！」

16:30 得上竜一 近藤学 川端光義 武岡雅則

【遅番】アンカンファ
レンス

荒木＆小島の部屋 第
３部「JAWS-UG＆

AWS設計と誕生、成
長とこれから～ここだ

けの話」

設計・移行ワーク
ショップ（仮想RFPか
ら提案書の作成）

Coiney x AWS
CDP道場 中～上級編
「CDPでアーキテク
ティングしよう！」

16:30 得上竜一 近藤学 川端光義 武岡雅則

【遅番】アンカンファ
レンス

Redshift girls

略してRSG♡♡
中嶋麻衣子
永淵恭子

設計・移行ワーク
ショップ（仮想RFPか
ら提案書の作成）

Coiney x AWS
CDP道場 中～上級編
「CDPでアーキテク
ティングしよう！」

17:00

クラウドのUXを
Senchaフレームワー

クで

【スペシャルパネル
ディスカッション】
AWS、cloudpack、

Microsoftt、SAP。各
社の最強エバンジェリ
スト集結！異論！激
論！エバンジェリスト
からみたIT・クラウド
の実態と歴史、そして

未来へ

SonicGarden流
DevOpsの実践

【遅番】アンカンファ
レンス

Redshift girls

略してRSG♡♡
中嶋麻衣子
永淵恭子

設計・移行ワーク
ショップ（仮想RFPか
ら提案書の作成）

Coiney x AWS
CDP道場 中～上級編
「CDPでアーキテク
ティングしよう！」

17:00

中村 久司

【スペシャルパネル
ディスカッション】
AWS、cloudpack、

Microsoftt、SAP。各
社の最強エバンジェリ
スト集結！異論！激
論！エバンジェリスト
からみたIT・クラウド
の実態と歴史、そして

未来へ
安達輝雄

【遅番】アンカンファ
レンス

Redshift girls

略してRSG♡♡
中嶋麻衣子
永淵恭子

設計・移行ワーク
ショップ（仮想RFPか
ら提案書の作成）

Coiney x AWS
CDP道場 中～上級編
「CDPでアーキテク
ティングしよう！」

17:30

中村 久司

【スペシャルパネル
ディスカッション】
AWS、cloudpack、

Microsoftt、SAP。各
社の最強エバンジェリ
スト集結！異論！激
論！エバンジェリスト
からみたIT・クラウド
の実態と歴史、そして

未来へ

【遅番】アンカンファ
レンス

Redshift girls

略してRSG♡♡
中嶋麻衣子
永淵恭子

設計・移行ワーク
ショップ（仮想RFPか
ら提案書の作成）

Coiney x AWS
CDP道場 中～上級編
「CDPでアーキテク
ティングしよう！」

18:00
大規模分散システムの

現在
常盤木龍治

【遅番】アンカンファ
レンス

Redshift girls

略してRSG♡♡
中嶋麻衣子
永淵恭子

設計・移行ワーク
ショップ（仮想RFPか
ら提案書の作成）

Coiney x AWS
CDP道場 中～上級編
「CDPでアーキテク
ティングしよう！」

18:00
大規模分散システムの

現在
常盤木龍治

【遅番】アンカンファ
レンス

設計・移行ワーク
ショップ（仮想RFPか
ら提案書の作成）

Coiney x AWS
CDP道場 中～上級編
「CDPでアーキテク
ティングしよう！」

18:30 丸山不二夫

【遅番】アンカンファ
レンス

設計・移行ワーク
ショップ（仮想RFPか
ら提案書の作成）

Coiney x AWS
CDP道場 中～上級編
「CDPでアーキテク
ティングしよう！」

19:00 懇親会懇親会懇親会懇親会懇親会懇親会懇親会懇親会懇親会
19:30

懇親会懇親会懇親会懇親会懇親会懇親会懇親会懇親会懇親会

20:00 懇親会は JAWS FESTA会場である、京セラドーム大阪で実施します！懇親会は JAWS FESTA会場である、京セラドーム大阪で実施します！懇親会は JAWS FESTA会場である、京セラドーム大阪で実施します！懇親会は JAWS FESTA会場である、京セラドーム大阪で実施します！懇親会は JAWS FESTA会場である、京セラドーム大阪で実施します！懇親会は JAWS FESTA会場である、京セラドーム大阪で実施します！懇親会は JAWS FESTA会場である、京セラドーム大阪で実施します！懇親会は JAWS FESTA会場である、京セラドーム大阪で実施します！懇親会は JAWS FESTA会場である、京セラドーム大阪で実施します！
20:30

懇親会は JAWS FESTA会場である、京セラドーム大阪で実施します！懇親会は JAWS FESTA会場である、京セラドーム大阪で実施します！懇親会は JAWS FESTA会場である、京セラドーム大阪で実施します！懇親会は JAWS FESTA会場である、京セラドーム大阪で実施します！懇親会は JAWS FESTA会場である、京セラドーム大阪で実施します！懇親会は JAWS FESTA会場である、京セラドーム大阪で実施します！懇親会は JAWS FESTA会場である、京セラドーム大阪で実施します！懇親会は JAWS FESTA会場である、京セラドーム大阪で実施します！懇親会は JAWS FESTA会場である、京セラドーム大阪で実施します！

21:00 撤収撤収撤収撤収撤収撤収撤収撤収撤収
21:30

撤収撤収撤収撤収撤収撤収撤収撤収撤収

時間 早番 アンカンファレンス早番 アンカンファレンス早番 アンカンファレンス早番 アンカンファレンス早番 アンカンファレンス早番 アンカンファレンス早番 アンカンファレンス早番 アンカンファレンス早番 アンカンファレンス

10:30～13:00

日本のクラウド普及シ
ナリオとビジネスチャ

ンス
ビッグデータしてる？

AWS であった本当に
怖い話

地方におけるAWSの
現状ついて語ろう

関西のおっちゃんの口
説き方

クラウド環境の教育・
イベントへの活用

クラウド時代のメール
運用方法 中央線：AWSカルタ

大会
10:30～13:00

川田大輔 山口陽平 染田貴志 後藤永吉/立花拓也 金春利幸 山崎 徳之 中井勘介

中央線：AWSカルタ
大会

時間 中番 アンカンファレンス中番 アンカンファレンス中番 アンカンファレンス中番 アンカンファレンス中番 アンカンファレンス中番 アンカンファレンス中番 アンカンファレンス中番 アンカンファレンス中番 アンカンファレンス

14:00～16:30

クラウドセキュリティ
のためのセキュリティ

原則

カンファレンスアンカ
ンファレンスカンサイ

AWS で大規模 WEB 

サービスを実際に運用
してみるということ

スタートアップは
AWSで加速する

Hack Reduce Amazon 
RDS for Oracle 

Database powered 
by JPOUG

エンタープライズにお
けるAWS導入の苦労
話・活用方法

AWSとソーシャル・
ネットワークについて

話そう

AWSを使ったビッグ
データ活用術

14:00～16:30

河野省二 法林浩之 星野豊 横路隆 大島正樹 石田知也 手嶋守 奥沢　明

時間 遅番 アンカンファレンス遅番 アンカンファレンス遅番 アンカンファレンス遅番 アンカンファレンス遅番 アンカンファレンス遅番 アンカンファレンス遅番 アンカンファレンス遅番 アンカンファレンス遅番 アンカンファレンス

16:30～19:00

クラウド時代のソフト
ウェアベンダーのあり

方

「マルチ」クラウド化
する世界

Chef Casual Talks 
ドーム公演 – クラウド
時代の構成管理

コミュニティサポート
を盛り上げたい！

Movable Type on 
AWS

海外で成功するにはど
うしたらいいか考えよ

う！

AWSを使って
baserCMSを高速化し

てみよう！

WordPress × AWS 大
質問大会16:30～19:00

小野和俊 新藤洋介 澤登亨彦 松井基勝 平田大治 橋本正徳 エガシラ リュウジ
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