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Low-Code/No-Code SAPパートナーハッカソン - イベント全体概要

◼

◼

2022年5~6月

2022年7月上旬

2022年7月20-27日

Low-Code/No-Code ハッカソン

インタビュー・記事化・アワード

Hack2Build

Enablementが目的のカジュアルイベント
1.

お題に対して1週間のバーチャルハッカソン

イベント結果の発信によるパートナー
認知度向上

2.

ハッカソン期間中のオンラインサポート

1. イベント結果のプレスリリース

3.

事前にAppGyverのハンズオンWS開催

2. 参加者の中からインタビューに協力いただき、

製品開発側へのフィードバック
1.

日本要件を開発側へ届け早期の製品改善

SAPのLC/NCツールを体験
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◼

SAPジャパンブログなどで記事化
3. SAPイベントでのハッカソン優秀作品の紹介

◼

アセット開発を目指すハッカソンイベント
1. LC/NCツールを活用したSAPソリューションの

拡張コンテンツをハッカソンで競う
2. 優秀アイディアの実用化に向けて、SAP支援

の元でアセット化 (SAP Store登録など)
3. 修了者およびWinnerへデジタルバッヂの授与

4. ハッカソン優秀作品は、来年のBTPチャンピオ

ン・アンバサダーへのアピールポイントに！

結果をSAPエコシステムに広く共有

LC/NCツールを活用したアセット開発

※LC/NCハッカソンとHack2Buildへの参加はそれぞれ別の申込みです。目的に応じてご参加ください。
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Low-Code/No-Code ハッカソン概要
SAPの戦略投資分野の Low-Code/No-Code の可能性を、学びながら体験してみませんか？
開催日程

形式・対象者

◼

ハッカソン実装: 2022年6月13日(月) ~ 17日(金)

◼

発表イベント: 2022年6月29日(水) 19:00 – 21:00

(予定)

◼

全編オンライン

◼

開始日に出題されるお題に対して、期間内に開発

◼

チーム or 個人参加

◼

アプリ・Techコンサル、開発者問わず、ご参加ください！

利用サービス・環境
◼

◼

サポート体制

BTPのサービスを組合わせて、AppGyverでアプリ(UI)を開発
(BTP外のサービスとの連携もOK)

◼

ハッカソン前の5月にAppGyverのハンズオンワークショップを開催

BTP・AppGyverトライアル環境(Free Tier含む)、パートナーBTP
環境

◼

ワークショップ後からは情報共有・QA用サイトをオープン

◼

ハッカソン実装期間中は、オンラインサポート提供

参加申込み方法などのより詳細な情報については、4月上旬にアライアンスデスクよりご案内させて頂きます。
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