FIT2018

！注意

金融機関のための

人事・研修フェア

ONLY

ホールE

セミナーのご案内

Time
10:00

10月26日

FITセミナー〈定員 各80名〉
E1 会場
E2 会場

全 世 界 6 0 0 0 行 が 採 用 する
Kofaxが提唱するドキュメント
セントリックRPAのご紹介。

9月25日
（火）
より申し込み受付開始！

セールスディレクター
河上勝

11:00

Kofax Japan

12:00

非対面チャネルの申込強化にお
ける当社サービスの利用事例に
ついて
南都銀行
個人営業部
業務役 赤木勝俊
SBJ銀行
営業支援グループ
営業企画チーム
チーム長 李栄哲

セミナー申込 をクリックしてセミナー一覧画面へ
セミナーの申し込みにはdigital FITへの
ログイン／会員登録が必要です
まだ会員でない場合

必要事項を入力し登録

※受講票が印刷できるようになるまでに時間がかかる場合があります

2 同封のハガキ

14:00

ハガキ受付締切り：10月19日
（金）必着

①同封のハガキに必要事項をご記入の上、参加ご希望のセミナーの□部
分を黒く塗りつぶして、
FIT事務局までお送り下さい。
②受付終了後、受講票をFAXでお送りしますので、必ずFAX番号をご記
入下さい。

※受講票は、申し込みセミナー数に関わらず、1名様
につき1枚発行します。申込者本人に限り有効で
すのでご注意下さい。受講当日は、必ず受講票を
お持ち下さい。

15:00

第四銀行
総合企画部
デジタルバンキング推進室 山田守
日本マイクロソフト
モダンワークプレイス営業本部
第一営業部
ソリューションスペシャリスト 今野拓哉

日本マイクロソフト

誰でも簡単かつ安全！米国金融
も注目のID・PW不要な認証が
もたらす新たな顧客体験

TRUSONA, INC.（米国トルソナ社）
アジア担当マネージング・ディレクター
田中一成
凸版印刷
情報コミュニケーション事業本部
セキュアビジネス推進本部
セキュア新市場創造部
部長 佐藤伸一

満席表示がないセミナーは、
当日席に余裕がある場合、
各セミナー会場で当日受付を行います。

凸版印刷

空き状況につきましては、総合受付付近に
「セミナーコンシェルジュ」
がございます。
当日受講可能なセミナーをお尋ね下さい。

4F

セミナー

B5(1)
B5(2)

ホール棟とガラス棟4F・5Fは、
連絡ブリッジでつながっています。

ホールB ホールA

ガラス棟

2F

E4-33 11:50~12:30 ONLY
経理業務を効率化！2018年末
稼働
「全銀EDIシステム
（ZEDI）
」
のご紹介

全国銀行協会
（講師調整中）
キヤノンITソリューションズ
プロダクトソリューション事業部
EDIソリューション本部 花澤健二

シンクソート・ジャパン
日本支社代表 北川晋
アグレックス
ビジネスクリエーション事業本部
ソリューション営業第１部
陶慎太郎

騙しの手口に対抗するサイバー
攻撃対策、
「 人」
と
「システム」を
可視化するには？

マーケティング部
ソリューション戦略
部長 佐野誠治

【 四 国 銀 行 】N o t e s からのグ
ループウェア入替による銀行業
務の生産性向上取組事例

講師調整中

事業開発本部
テミストラクトソリューション部
マネジャー 上席アーキテクト
八幡孝

事例にみる顧客接点改革・デジ WEB広告日本1位企業が教え
タル活用最前線〜新しいカタチ るIT集客最前線 金融機関特
で顧客とつながる
（仮）
化型WEBサイト活用方法
ミスターフュージョン
代表取締役社長 石嶋洋平

サンリオキャラクター活用によ
る金融機関ITチャネル差別化に
向けたご提案

金融機関におけるAI・ロボット
の活用事例のご紹介

サンリオ
企画営業本部
部長 田村彰宏

代表取締役社長 竹内清明

セールスフォース・ドットコム

横浜銀行
法人営業部 法人戦略企画グループ
副調査役 石塚諭

【SMCC佐々木氏登壇】
金融機関で成功する顧客視点
のデジタル施策〜銀行/証券/
保険事例も公開〜
三井住友カード
統合マーケティング部
部長 佐々木丈也
UNCOVER TRUTH
取締役COO 小畑陽一

B5

6F

5F
↑
JR東京駅
方面

1F

4F
3F
2F
1F

JR有楽町駅方面↓

G502
G510
G402
G409

人事・研修

セミナー

G405

プリセールスコンサルタント
吉野志子

17:00

E1

不動産融資リスクを可視化！
これが最先端のデータソリュー
ションだ
データソリューション室
講師調整中

E2-09 15:00~16:00 ONLY

解説！日本の金融機関を狙う国
際的サイバー犯罪集団
〜アンダーグラウンドの活動実
態に迫る

セキュアブレイン
開発1部
ゼネラルマネージャ 邦本理夫
TEAM T5, Inc.
CEO Sung-ting Tsai

ベリントシステムズジャパン

E2-10 16:30~17:30 ONLY

（展示会場）

B2F

E4-41 13:30~14:20

犯罪収益移転防止法の改定に QR決済の最新動向とQR決済
ともなう非対面の本人確認につ 導入への取り組み
いて
（仮）
上海訊聯数据(CardInfoLink)
董事長兼CEO 趙健
TIS サービス事業統括本部
ペイメントサービス事業部
ペイメントサービス企画部
フェロー 畑秀行

森・濱田松本法律事務所
パートナー 堀天子

E3
E4

E3-42 14:55~15:25 ONLY

G409-08 13:30~14:30 ONLY G502-08 13:30~14:30 ONLY

スマホ・タブレットによるマス 【伊予銀行様 事例】
マーケットから資産家向けCAP DynaTrekを用いた営業マネジ
フィンテック戦略
メントシステム
代表取締役社長 北山雅一

タレスジャパン

宣研ロジエ

タケロボ

伊予銀行
営業戦略部
部長 木原光一
課長代理 池川正樹

講師調整中

大日本印刷

東京営業ユニット
ユニット長 横井伸寿

営業推進力の創出を目的とした
営業推進改革プロジェクトの概
要と成果
広島銀行
営業統括部
本多一成

テクノロジー部 データサイエンスグループ
副部長 坂本博勝
インテック 金融ソリューションサービス事業
本部 金融ソリューションサービス企画部
部長 川村淳
インテック

サイバー攻撃の視点を知る
〜最新トレンド
「人」を中心とし
た脅威へのアプローチ〜

NRIセキュアテクノロジーズ
ソリューション事業本部
主任セキュリティコンサルタント
遠藤良二
日本プルーフポイント
エンタープライズ営業部
アカウントマネージャー
佐熊勇介

B7(2)-07 11:55~12:55

電子データも「消毒」する時代
へ。
『 無害化』が導く金融セキュ
リティの次の一手
プロダクト営業本部
技術営業部
日吉崇之

E3-43 15:50~16:30 ONLY

実事例を交え、DNP大日本印刷
E4-43 16:00~16:50 ONLY
の取組みをご紹介予定です。
(詳細調整中)
「デジタル・ディスラプター」
に対
抗する地域金融機関のデジタル
講師調整中
戦略とは
大日本印刷

金融ソリューションサービス事業本部
本部長 常務執行役員 今里直人

G409-09 15:00~16:00 ONLY G502-09 15:00~16:00 ONLY

金融ソリューション事業部
金融事業推進本部
本部長 池辺哲也
金融第２ソリューション本部
課長代理 山中悠介

山口フィナンシャルグループ
取締役副社長 梅本裕英

インテック

B5(1)-41 14:00~17:30 ONLY

RPAを活用した業務改善のス
スメ
〜効率化した働き方を考える〜
講師調整中

経営企画本部
製品戦略部 製品戦略課
課長 丸山悠介

ブイキューブ

丸紅情報システムズ

エムオーテックス

金融営業本部
本部長 岡本隆浩

12:00

“ダイバーシティー＆インクルー
ジョン”実現のために上司に求
められる対話術
M
代表 八木橋英男

ユーザー事例 静岡銀行様とほ
けんの窓口グループ様が取り組
む新たな保険ビジネス

静岡銀行 ソリューション営業部
ライフプランサポートグループ
グループ長 大橋美智子
ほけんの窓口グループ
理事システム部長 牧野内俊治
スミセイ情報システム
融資ソリューション部
上席システムエンジニア 佐藤蓉子

ビジネス教育出版社

13:00

B5(2)-42 14:25~15:00 ONLY

APIエコノミーの魅力を探る！
〜業界を超えてしなやかなビジ
ネスを始めるには〜
IBMクラウド事業本部
APIエコノミー・ソリョーション・リーダー
纓坂進
日本アイ・ビー・エム

大澤事務所

B7(1)-09 15:00~16:00

セキュリティインシデントの発生
を防ぐための管理手法とは？
〜アカウント管理とアクセス制 B7(2)-09 15:15~16:15 ONLY
御のポイント〜
【活用例から学ぶドキュメント業

日立ソリューションズ
セキュリティソリューション本部
セキュリティマーケティング推進部
グループマネージャ 中川克幸
日本CA
セキュリティ・ソリューション営業部
シニア・プリンシパル・コンサルタント
楠木秀明
日本CA

三井住友銀行様事例から学ぶ
Cognitive OCRで進化する
RPAの一歩先
金融サービス事業部
Fintech新規事業開発推進担当
河村洋一
日本アイ・ビー・エム

丸紅情報システムズ

サイバーセキュリティ研修
「CSIRTの必然」
公共金融ビジネス推進統括部
藤田和重

14:00

務改革】紙＆手作業の削減、顧
客満足度向上DM

日本オプロ
サポートサービス部
部長 泉博章
セールスフォース・ドットコム
セールスエンジニアリング本部
リードソリューションエンジニア
宮田武

富士通マーケテイング

G405-09 15:00~16:00 ONLY

15:00

トヨタ生産方式による営業生産
性向上方法！〜金融機関の渉外
スタンダード決定版〜
代表取締役 高原祐介

エクスプローラーコンサルティング

16:00

日本オプロ

B5(2)-44 16:15~16:50 ONLY

CRMソリューション事業本部
CRMソリューション営業部
Omnisタスクフォースリーダー
國奥佳以

『登記情報のデータ化』不動産・
格付け評価の入力業務削減

G405-08 13:30~14:30 ONLY

ニュータニックス・ジャパン

B5(2)-43 15:20~15:55 ONLY

Google Cloud Platformを
活用した音声認識･AIソリュー
ション

B7(2)-08 13:35~14:35 ONLY
代表取締役 大澤忠史

日本アイ・ビー・エム

セキュリティー事業本部
セキュリティー・システムズ事業部
Technical Sales & Solutions
白岩健
日本アイ・ビー・エム

インターコム

G409-10 16:30~17:30 ONLY G502-10 16:30~17:30

インダストリー・ソリューション事業開発
金融インダストリーソリューションズ
部長 栗原崇

次 世 代 I T 基 盤 導 入のトレンド
煩雑なIT基盤の構築と管理から
解放されませんか？

デジタルチャネルでの偽装と詐
欺対策ソリューションについて

G510-10 16:10~17:10 ONLY

講師調整中

金融機関のビジネスモデル変革
ONLY
に向けたオープンAPI公開と接 E4-44 17:10~18:00
続事例
山口フィナンシャルグループの
クラウド活用によるデジタル金
講師調整中
融サービスへの取組み
（仮）

コグニティブ時代における次世
代営業店のあり方

スミセイ情報システム

金融業界向け、新たなワークス なぜサイバーセキュリティにAI
タイル変革を推進する旬のITソ ソリュー ションを 採 用した の
リューション
か？

インテック

E3-44 17:00~17:50

営業本部
CSグループ
樺正智

G402-10 16:10~17:10 ONLY
講師調整中

B5(2)-41 13:30~14:05 ONLY

G510-09 14:40~15:40 ONLY

日立ソリューションズ西日本

動画活用が金融機関を変える！
お客様の事例をご紹介

G405-07 12:00~13:00 ONLY

B7(1)-08 13:20~14:20 ONLY

金融機関講師調整中

ダイナトレック

タブレットにより営業情報の可 画面共有で訪問同様の手厚い
視化・共有化を実現するクラウ 代 理 店 向け営 業 支 援を実 現！
ドサービス導入事例ご紹介
成功事例をご紹介

インフォマティクス

11:00

B7(1)-07 11:40~12:40 ONLY

NRIセキュアテクノロジーズ

信用金庫のお客さま資産形成サ
ポートへの取組み〜共同システ
ム・しんきん預かり資産ナビ〜

キヤノンマーケティングジャパン

キャピタル・アセット・プランニング

E4-42 14:50~15:40 ONLY

講師調整中

アズジェント

TIS

C R MとA Iを融 合したマー ケ
実事例を交え、DNP大日本印刷 ティングによる営業提案力強化
〜５段階ケーススタディ〜
の取組みをご紹介予定です。
大和総研
(詳細調整中)
フロンティアテクノロジー本部 フロンティア

日本ユニシス

18:00

タレス eセキュリティ
決済戦略担当ディレクター
ディアス ホセ
マクニカネットワークス
講師調整中

大日本印刷

秀光が提案する改修工事
〜今後増えるであろう統廃合に
向けて〜

秀光

FIT特別セミナー
ホールE

E3-41 13:30~14:30 ONLY

地域金融機関の新たなビジネス
モデルを実 現させる行 職員の
「学び方改革」
とは

G510-08 13:10~14:10 ONLY

G402-09 14:40~15:40 ONLY

総合受付
B1F

FITセミナー

E2-08 13:30~14:30 ONLY

商取引におけるデジタル・トラン
スフォーメーション〜事例から
学ぶ最新セキュリティ〜

G405-06 10:30~11:30 ONLY

タナベ経営

パスコ

G402-08 13:10~14:10

セキュアブレイン

RPA＋WMで真の働き方改革
を実現する！業務可視化による
導入効果UPと人による業務の
生産性UP

セミナー

7F

リコージャパン

Time
10:00

B7(2)-06 10:15~11:15 ONLY

B5(2)-32 11:25~12:30 ONLY
G510-07 11:40~12:40 ONLY

金融事業部
金融ソリューション開発部
加藤敦貴

オージス総研

人事・研修セミナー〈定員30名〉
G405 会場

UNCOVER TRUTH

コクヨ

G409-07 12:00~13:00 ONLY G502-07 12:00~13:00 ONLY

利用者の意思に基づくAPI連
携、
データー・機能の利活用

宣研ロジエ

ディサークル

業務の中のミニマリズム
【横浜銀行様ご講演】
〜紙を使わない職場改革への 地図基盤システムの導入と今後
挑戦〜
の展開について

ソリトンシステムズ

B7(1)-06 10:00~11:00

※敬称略

ガラス棟

B7セミナー〈定員 各180名〉
B7 ( 1 ) 会場
B7 ( 2 ) 会場

B5(1)-31 10:00~12:30 ONLY B5(2)-31 10:00~11:05 ONLY

四国銀行
総合企画部 経営戦略室
室長 門田健

青森銀行
事務統括部 事務統括課
課長 沼田修志
課長代理 野呂陵子

アグレックス

キヤノンITソリューションズ

代表取締役
嶋敬介

E1-10 16:10~17:10 ONLY

セミナーコンシェルジュ

E2

ジンテック

E2-07 12:00~13:00 ONLY

16:00

G棟FIT

B7

5F

B5特別 3F

デジタル時代のデータ活用最大 青森銀行 事務統括部様 ご講演：
化を実現成功する戦略的データ 「文書管理改善！〜最適な文書
管理を目指して〜」
マネジメントの秘訣とは

キヤノンITソリューションズ

E1-09 14:40~15:40 ONLY

※セミナー会場へは、総合受付（B1F）で来場登録を
行ってからお越し下さい。

6F

ITサービス事業部
ITサービス技術本部 DC運営部
部長 嶋田信夫

タス

FAXでの申し込みも可能です。 ハガキの両面をコピーして、必要事項を
ご記入の上、FAX番号03-3263-7559までご送付下さい。
（FAX受付締切り：10月23日
（火）15時到着分まで）

7F

YKプランニング

G409-06 10:30~11:30 ONLY G502-06 10:30~11:30 ONLY

ノースアイランド

業務のデジタルトランスフォー
メーションを実現するSurface
とその実用事例

digital FITマイページから受講票を印刷

B7(1)
B7(2)

電通国際情報サービス
金融ソリューション事業部
BANK・Rソリューション1部
和田清志
YKプランニング
代表取締役社長 岡本辰徳

金融機関のデータセンターに求め
られるグローバルな運営品質とは

E1-08 13:10~14:10 ONLY

※続けて他のセミナーにも申し込みができます

8F

E4-32 10:55~11:30 ONLY

中小企業が求める金融機関の
サービスを徹 底 研 究 〜オムニ
チャネルの推進と検討事例〜

G510-06 10:10~11:10 ONLY

G402-07 11:40~12:40 ONLY

13:00

申込完了

B7

金融庁
総合政策局
地域金融監理官 渡辺公徳

デジタルがコンサルティングを
変える！担当者ツールと顧客ス
マホサービスの連携登場！

クローバー・ネットワーク・コム

セミナー一覧画面で
受講するセミナーの 申込 ボタンをクリック

セミナー

金融機関との対話の充実や
行政の質的向上に向けて

G402-06 10:10~11:10 ONLY

ホールB7

B5特別セミナー〈定員 各120名〉
B5 ( 1 ) 会場
B5 ( 2 ) 会場

G510 会場

※本冊子中の会社名・製品名・サービス名等は一般に各社の商標、または登録商標です。

会員登録をクリック

ID、PWでログイン

ホールC

ITサービス事業部 ITサービス営業本部
松野一
キヤノンITソリューションズ

E1-07 11:40~12:40 ONLY

FIT2018オフィシャルサイトにアクセス

すでに会員の場合

E3-31 10:30~12:00 ONLY

日本システム技術

Web受付締切り：10月24日
（水）12時締切り

ホールD

肥後銀行
事務統括部 事務企画グループ
企画役代理 東慶郎
京都銀行
事務統括部
次長兼事務効率企画室長 山田雅己

スマホで簡単！申し込み！

https://fit-tokyo.nikkin.co.jp/

会場全体図

金融業界の働き方改革を支援
〜顔認証技術を利用した在宅
勤務の在り方〜

※本冊子中の情報は8月20日現在のものです。

ホールB5

G棟FITセミナー〈定員 各78名〉
G409 会場
G502 会場

G402 会場

E4-31 10:00~10:35 ONLY

E2-06 10:30~11:30 ONLY

※内容・講師などは予告なく変更する場合があります。
※セミナー協賛会社の意向により、競合会社の受講はご遠慮頂く場合がございます。
※開催時間の重複したセミナーは受講できません。

ガラス棟

FIT特別セミナー〈定員 各80名〉
E4 会場
E3 会場

「ＢａｎｋＮｅｏ 預り管理」
で変
わる現場〜タブレット活用で進
める業務改革〜

お申し込みは、Webまたはハガキで！

1 Web申し込み

ホールE

E1-06 10:10~11:10 ONLY

受講無料 （先着申込順）

セミナー内容など詳細は「FIT2018オフィシャルサイト」でご確認下さい。

このマークの付いたセミナーは金融機関限定のセミナーです。金融機関（証券、保険、ノンバンクを含む）及び、金融機関系列会社の方以外は申し込みできません。なお、セミナー
協賛会社の意向により、受講をお断りする場合があります。お断りに関しては事務局からではなく、セミナー協賛会社からご連絡します。ご了承下さい。

G405-10 16:30~17:30
B7(1)-10 16:40~17:40 ONLY

KYC最新テクノロジー：
電子署名の行為そのものを認証
するビデオ署名、窓口業務にも
代表取締役 森真一
APAC 戦略マネージャー 今成健一

アバナード

横浜銀行の新卒採用、他企業に
おける離職予兆検知など、人事
領域での人工知能活用事例

横浜銀行
総合企画部 主任調査役 新川直敬
人財部 副調査役 神山哲
FRONTEO
ビジネスソリューション本部
ソリューション2部
部長 三邊達也

17:00

FRONTEO

FoxitJapan

18:00

