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出席ありがとうございました出席ありがとうございました
Thank you for your attendanceThank you for your attendance

•• IAIA研様との共催イベント研様との共催イベント

–– Joint Event with IAJoint Event with IA

•• 本会議二日間本会議二日間

–– two days of conferencetwo days of conference

•• 楽しんでいただけましたでしょうか楽しんでいただけましたでしょうか

–– I hope you all enjoyed the meetingI hope you all enjoyed the meeting



JANOG22 JANOG22 出席統計出席統計 StatisticsStatistics

•• 本会議登録本会議登録 # of registration# of registration
–– 453453名名

•• 来場者数来場者数 ## of attendeeof attendee
–– 367367名名 出席率出席率 81%81%

•• 当日参加当日参加 # of walk# of walk--inin
–– 5050名名

•• 懇親会登録懇親会登録 # of banquet registration# of banquet registration
–– 192192名名

•• 中継プログラム閲覧者中継プログラム閲覧者 ## of remote viewersof remote viewers
–– 約約160160名名



ミーティングホストのご紹介ミーティングホストのご紹介
JANOG22 was hosted byJANOG22 was hosted by

•• エクイニクス・ジャパン株式会社様エクイニクス・ジャパン株式会社様



協賛各社様ご紹介協賛各社様ご紹介
SponsorsSponsors

•• 日商エレクトロニクス株式会社様日商エレクトロニクス株式会社様

•• 株式会社日本レジストリサービス様株式会社日本レジストリサービス様

•• エンピレックス株式会社様エンピレックス株式会社様

•• FXCFXC株式会社様株式会社様

•• ジュニパーネットワークス株式会社様ジュニパーネットワークス株式会社様

•• 日本電気株式会社様日本電気株式会社様

•• ファウンドリーネットワークスジャパン株式会社様ファウンドリーネットワークスジャパン株式会社様

•• Limelight Networks Limelight Networks 様様



その他ご協力いただいた企業・団体様その他ご協力いただいた企業・団体様
Other supportersOther supporters

•• 日本日本UNIXUNIXユーザ会様ユーザ会様

•• 株式会社インターネットイニシアティブ様株式会社インターネットイニシアティブ様

•• 東日本電信電話株式会社様東日本電信電話株式会社様

•• シスコシステムズ合同会社様シスコシステムズ合同会社様



Special Special Thanks toThanks to

•• スピーカの皆様スピーカの皆様 all speakersall speakers
–– すばらしい発表をありがとうございますすばらしい発表をありがとうございます

–– Appreciate great presentationsAppreciate great presentations

•• The Grand HallThe Grand Hall
•• JANOG22JANOG22実行委員会の皆さん実行委員会の皆さん

–– JANOG22 meeting staffJANOG22 meeting staff

•• JANOG22JANOG22に出席していただいた皆さんに出席していただいた皆さん



JANOGJANOGはメンバーのご協力で動いてはメンバーのご協力で動いて
ますます
JANOG is supported by JANOG is supported by YOUYOU

•• JANOGJANOGはメンバーみなさんのご協力の下ではメンバーみなさんのご協力の下で

日々動いています日々動いています

–– JANOG JANOG is driven by membersis driven by members…… thatthat’’s you!s you!

•• ぜひぜひ contribution contribution を！を！
–– many ways to contribute. be a staff, present many ways to contribute. be a staff, present 

at meetings, etc.at meetings, etc.



JANOGJANOGはメンバーのご協力で動いてはメンバーのご協力で動いて
ますます
JANOG is supported by JANOG is supported by YOUYOU
•• 今後のミーティング改善のために今後のミーティング改善のためにJANOG22 JANOG22 アンアン
ケートのご回答をお願いしますケートのご回答をお願いします

–– survey html is written only in survey html is written only in JJapaneseapanese……but ebut e--mail is mail is 
welcome. (meetingwelcome. (meeting--22 at 22 at janog.gr.jpjanog.gr.jp))

•• ミーティング実行委員をやってみませんかミーティング実行委員をやってみませんか

–– wannawanna be part of making the next JANOG meeting? be part of making the next JANOG meeting? 
We welcome new meeting staff.We welcome new meeting staff.

•• 英語が得意なら英語が得意なら i18n i18n に加わる、なんて手もに加わる、なんて手も

–– support the i18n team support the i18n team 



ミーティングホスト募集のお知らせミーティングホスト募集のお知らせ
Call Call for meeting hostfor meeting host

•• JANOG JANOG では、本会議開催にご協力を頂ける企業・では、本会議開催にご協力を頂ける企業・

団体団体様様を募集しています。を募集しています。

–– 開催場所は開催場所は日本国内ならどこでも日本国内ならどこでも

–– 本会議に本会議に300300--400400名程度収容できる会場名程度収容できる会場

–– 会議の為の設備会議の為の設備((プロジェクター、マイク、プロジェクター、マイク、etcetc……)) などなど

•• 詳細は詳細は JANOG comment 3 JANOG comment 3 をご参照下さい。をご参照下さい。

•• ご不明な点などはお気軽にお問い合わせ下さい。ご不明な点などはお気軽にお問い合わせ下さい。

–– お問い合わせ窓口お問い合わせ窓口: secretariat: secretariat＠＠janog.gr.jpjanog.gr.jp



次回予告次回予告
Next JANOG meetingNext JANOG meeting

•• JANOG23JANOG23
•• 20092009年年11月月2222日（木）、日（木）、2323日（金）日（金）

–– January 22 (Thu), 23 (Fri) 2009January 22 (Thu), 23 (Fri) 2009
•• 場所場所: : 高知県高知市高知県高知市

–– Kochi city, Kochi Pref.Kochi city, Kochi Pref.
•• ホスト様ホスト様::有限会社ナインレイヤーズ有限会社ナインレイヤーズ

–– Hosted by IXHosted by IX--Layers, Inc.Layers, Inc.

•• ミーティング実行委員長募集中ミーティング実行委員長募集中



••JANOG22JANOG22本会議を終了します本会議を終了します

––NowNow, JANOG22 meeting finished, JANOG22 meeting finished

••JANOG23JANOG23、高知でお会いしましょ、高知でお会いしましょ

うう

––See you again at JANOG23 in See you again at JANOG23 in 
Kochi!Kochi!


