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第 33 回  米国 Esri ユーザ会

進化したGIS ソリューションと世界の活用事例をご紹介！
世界の Esri ユーザとGIS 活用法を共有するチャンス !!

Esri 製品の最新動向や注目のテクノ
ロジー、GIS プロジェクトをご紹介

100 を超える国のユーザが
作成した約 1,000 点の地図
やポスターを展示

あらゆる分野、業種の GIS ソリューショ
ンや活用事例をご紹介

あらたなネットワークづくり

2013 年 7 月、世界最大の GIS イベント「Esri ユーザ会」が、米国カリフォ
ルニア州サンディエゴにて開催されます。
例年、世界各国から 15,000 名以上の Esri 製品ユーザが参加する本イベントは、
様々な分野のプロジェクトや研究で培った経験とノウハウを共有し、意見交換
する場として活用されています。
会期中は、米国 Esri 社社長 ジャック・デンジャモンドによるプレナリーセッ
ションや、ゲストスピーカーによる基調講演、企業展示、GIS ソリューション
展示、各分野の事例発表、マップギャラリーの他、ユーザ同士の交流を目的と
した地域別グループミーティングや交流会などが開催されます。

Esri ユーザ会とは？

Esri International User Conference 2013

サンディエゴ国際会議場
　　2013 年 7 月開催！
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Esri ユーザ会の詳細はこちら



開催概要

Esri ユーザ会 2013 年 7 月 8 日（月）～ 7 月 12 日（金）

プレカンファレンスセミナー 2013 年 7 月 6 日（土）～ 7 月 7 日（日）

同時開催イベント 2013 年 7 月 6 日 （土）～ 7 月 9 日（火）

＜セッション＞
・ユーザ事例発表：GIS 導入事例、研究成果などを取り上げた事例発表（約 45 分野、1,000 論文）
・テクニカルワークショップ：製品開発担当者による Esri 製品を最大限に活用するコツの紹介
・ライトニングトーク：5 分間のプレゼンテーション形式で、GIS の新しい使い方やアイディアを共有します。
＜イベント＞
・マップギャラリー：様々な分野・主題を取り上げたユーザ作成の地図やポスターの展示＜ 2013 年 2 月募集開始予定＞

事前参加登録が必要となります。　　　　　　　　　　　  ＜登録締め切り：2013 年 6 月 14 日（金）（展示を除く）＞

＜展示＞

＜企画＞

・Esri Showcase: 業界別展示、Esri ソフトウェア製品カテゴリーごとの GIS の応用や製品デモンストレーション
・Esri Solutions EXPO: ビジネスパートナー各社による GIS 関連製品とソリューションの紹介

・ユーザアプリケーションフェア：ArcGIS ユーザが作成したアプリケーションを実際にお試しいただけるコーナー

Esri 教育 GIS ユーザ会 (EdUC）：教育機関ユーザ向けイベント（7/6 ～ 9）

Esri ユーザ会直前 2 日間にわたり開催するソリューションや技術を対象とした有料セミナー
※先着順。定員に達した場合、セミナーへお申込みできない場合があります。

- 内容：ユーザ事例発表、コンピュータ実習、GIS の活用方法やプログラム、研究発表等
- 参加費：＄175  ※ Esri ユーザ会 参加費（7/8-9 のみ）が含まれます。

Esri ビジネスサミット：ビジネスチャンスを生み出す地図の活用方法を紹介するイベント（7/7 ～ 9）

- 内容：ユーザ事例発表、ビジネスサミット EXPO 等
- 参加費：＄229  ※ Esri ユーザ会 参加費（7/8-9 のみ）が含まれます。

日程

Esri ユーザ会
（UC)

Esri 教育 GIS ユーザ会
（EdUC)

Esri ビジネスサミット

7/6
（土）

・プレカンファレンスセミナー ・開会式 / 基調講演Ⅰ
・ユーザ事例発表
・体験実習
・GIS ソリューション EXPO
・テクニカルワークショップ

7/7
（日）

・プレカンファレンスセミナー ・基調講演Ⅱ
・ユーザ事例発表
・体験実習
・テクニカルワークショップ
・GIS ソリューション EXPO

・ビジネスサミット開会式・基調講演
・テーマ・分野別セッション
・ビジネスサミット EXPO
・交流会

7/8
（月）

・Esri UC 開会式 / 基調講演
・マップギャラリー開会、レセプション

・Esri ユーザ会
　- Esri UC 開会式 / 基調講演
　- マップギャラリー開会、レセプション

・Esri ユーザ会
　- Esri UC 開会式 / 基調講演
　- マップギャラリー開会、レセプション

7/9
（火）

・テクニカルワークショップ
・ユーザ事例発表
・テーマ・分野別セッション
・企業展示

・基調講演Ⅲ
・Esri ユーザ会
　- テクニカルワークショップ
　- ユーザ事例発表
　- テーマ・分野別セッション
　- 企業展示

・Esri ユーザ会
　- テクニカルワークショップ
　- ユーザ事例発表
　- テーマ・分野別セッション
　- 企業展示

7/10
（水）

・テクニカルワークショップ
・ユーザ事例発表
・テーマ・分野別セッション
・企業展示
・SAG 賞受賞式

7/11
（木）

・テクニカルワークショップ
・ユーザ事例発表
・テーマ・分野別セッション
・企業展示
・野外パーティー

7/12
（金）

・テクニカルワークショップ
・閉会式

※掲載内容は、2013 年 1 月現在のものです。プログラムの内容は予告なく変更されることがあります。

- 会場：ヒルトン サンディエゴ ベイフロント ホテル

- 会場：マリオット マーキス＆マリーナ　ホテル

                                                                                                                                                   
＜ 2013 年 2 月募集開始予定＞

www.esri.com/events.index.html　



米国 Esri ユーザ会
参加登録方法

参加登録

オンライン参加登録 www.esri.com/events/user-conference/index.html

参加資格 Esri 製品をお持ちの方（事前登録制）

＜参加登録について＞
1.Esri 顧客 ID 番号（Install/Customer No.) をご確認ください。
　　参加登録の際、Esri顧客ID番号 (Install/Customer No.)が必要となります。ご不明の際は、以下をご参照ください。
　　①「ライセンスコンファメーション」：製品ご購入時に同封
　　②「保守登録手続き完了のお知らせ」：保守更新の手続き完了の際に送付
2. 参加登録費
　　ご利用のソフトウェアの種類、数量、保守契約期間により、Esri ユーザ会への参加登録料が免除されます。
　　詳細は、裏面「参加登録料の免除」をご参照ください。
　　保守契約切れ、対象外の場合は、参加登録料を米国 Esri 社にお支払ください。
3. プレカンファレンスセミナー / 共同開催イベント
　　・プレカンファレンスセミナー（有料）：業種、分野を特定したソリューションや技術セミナー（7/6-7）
　　・Esri 教育 GIS ユーザ会（EdUC）（有料）：教育機関関係者の方のみ参加登録可能な共同開催イベント（7/6-9）
　　・Esri ビジネスサミット（有料）：共同開催イベント（7/7-9）
4. お支払方法
　　クレジットカードにて米国 Esri 社宛にお支払ください。
　　＜ご登録に関する諸注意＞
　　①ご登録内容はすべて英語でのご記入となります。
　　②ご登録内容の変更およびキャンセル期限：2013 年 6 月 14 日（金）※米国 Esri 社へ直接ご連絡ください。
　　　　　　Esri User Conference Registration
　　　　　　Tel:1-909-793-2853　内線 1363　E-mail:ucregis@esri.com
　　③事例発表、マップギャラリー展示をされる方は、Esri ユーザ会参加登録を行ってください。

登録タイプ 一般料金 教育機関料金
Esri ユーザ会【Esri UC】全日参加
※参加登録料の免除については、裏面をご覧ください。

    $1,395　　     $1,595 $495

Esri ユーザ会【Esri UC】1 日参加 $495/ 各日 $495/ 各日

Exhibit Pavilion（展示）のみ $250 $250

Esri 教育 GIS ユーザ会 (EdUC) 参加 　　　　ー $175

Esri ビジネスサミット参加 $229

参加登録料　(Registration Fee)　

5/24 まで 5/25 以降



参加登録料の免除 (Complimentary Registration)

ご所有の Esri 社製ソフトウェアの保守契約が有効の場合、参加登録料が無料になる場合があります。
参加登録をする際は、事前に内容をご確認ください。

参加登録料の免除対象となるソフトウェア保守と人数
（Esri UC 2013 会期中、保守が有効であるライセンスが対象となります）

ソフトウェア 保守対象 人数

ArcGIS for Desktop Advanced CU　（旧 ArcInfo ）
1 ライセンス目 

※ Primary 保守のみ
1

ArcGIS for Desktop Standard SU/CU　（旧 ArcEditor ） 10 ライセンス毎 1

ArcGIS for Desktop Basic CU　（旧 ArcView ） 15 ライセンス毎 1

ArcGIS for Desktop Basic SU　（旧 ArcView ） 25 ライセンス毎 1

ArcGIS for Server Enterprise Advanced　 ( 旧 ArcGIS Server Advanced Enterprise) 4 コア毎 2

ArcGIS for Server Enterprise Standard 　( 旧 ArcGIS Server Standard Enterprise） 4 コア毎 2

ArcGIS for Server Enterprise Basic 　（旧 ArcGIS Server Basic Enterprise) 4 コア毎 1

ArcGIS for Server Workgroup Advanced 　（旧 ArcGIS Server Advanced Workgroup) 1 サーバ毎 1

ArcGIS for Server Workgroup Standard 　 ( 旧 ArcGIS Server Standard Workgroup) 1 サーバ毎 1

ArcGIS for Server Workgroup Basic　 ( 旧 ArcGIS Server Basic Workgroup) 1 サーバ毎 1

ArcPad 50 ライセンス毎 1

▶▶ 一般販売向け

ソフトウェア 保守対象

ArcGIS サイトライセンス
弊社担当営業もしくは下記までお問い合わせください。 

E-mail: gisinfo@esrij.com 
Tel: 03-3222-3941　担当：安永

▶▶ 教育機関 / 大学販売向け

Esri ユーザ会（Esri User Conference:Esri UC) 開催期間　7/8 ～ 7/12

共同開催イベント
（Esri ビジネスサミット、Esri 教育 GIS ユーザ会等 )

開催期間　7/6 ～ 7/9

プレカンファレンスセミナー 開催期間　7/6 ～ 7/7

適用される会議

適用されない会議 / セミナー

参加登録料の免除が適用される会議/セミナー

・参加登録料の免除対象の方が共同開催イベント、もしくはプレカンファレンスセミナーに参加される場合は、  
　Esri ユーザ会 以外の登録料が必要になります。
・お客様のご契約内容により免除対象人数が変更となる場合があります。
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