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E1会場 G402会場E2会場 G409会場E3会場 G502会場E4会場 G510会場

ホールE ガラス棟

セミナー紹介
10月１５日㊎

※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。
※セミナーの情報は2021年9月21日現在のものです。
※掲載の会社名・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。
※敬称略

会場受講のみ

会場受講 後日配信

会場上映 後日配信

会場受講 後日配信LIVE配信

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。ご了承下さい。

各会場とも

受講無料
ONLY 席に余裕があるセミナーは、各会場で当日受付を行います。

！  
注 意 …会場での受講に加え、当日は LIVE 配信、会期後は後日配信をオンライン視聴できるセミナー

…セミナー映像を会場で上映し、会期後は後日配信をオンライン視聴できるセミナー

…会場のみで受講できるセミナー
…会場での受講に加え、後日配信をオンライン視聴できるセミナー

後日配信期間
10月25日（月）〜11月26日（金）

	10:10~11:10E3-06

金融DX先進企業の最新事例に学ぶ
「営業力向上」と「デジタル変革」

ＮＴＴデータ 第四金融事業本部 
e-ビジネス事業部 第四開発統括部 課長代理 阪口将
FPTソフトウェアジャパン 金融サービス事業本部 
ビジネス開発部 部長 ファン クオック フオン
FPTソフトウェア デジタルトランスフォーメーション&コマーシャ
ライゼーション責任者 主席コンサルタント ジャン ジェーン

FPTジャパンホールディングス

会場受講 後日配信

	11:40~12:40E3-07

【金融導入実績No.1】
今やるべき非対面サポート改革　
顧客満足度向上に必要なこととは
営業本部  東日本営業部 第二営業部
主任 藤島友也

インターコム

ONLY
会場受講 後日配信

	13:10~14:10E3-08

労信協様のウェブ保証における必
要書類取得とDNP様のDocMail
と連携したDpostについて
日本労働者信用基金協会 業務集中部 調査役 柳田善彦
大日本印刷 情報イノベーション事業部ＰＦサービスセンター 
デジタルトラストプラットフォーム本部 企画開発第１部第１グループ 
リーダー 
高瀬晃義 クローバー・ネットワーク・コム

ONLY
会場受講 後日配信

	14:40~15:40E3-09

ポストコロナの経済再開に伴う人
材不足を乗り切る！北米金融機関
の業務効率化事例
データアナリティクス事業部 
ビジネス開発ディレクタ 妹尾明
    

アルテアエンジニアリング

ONLY
会場受講 後日配信

	10:10~11:10E1-06

金融犯罪を水際で阻止！
「リアルタイムモニタリング」による
最新不正検知のご紹介
プロダクト推進部 
シニア ソフトウェア エンジニア 松本英樹    

セキュアブレイン

ONLY
会場受講のみ

	11:40~12:40E1-07

【不正対策・AML対策】
高度な顧客認証による不正検知と
AML対策の効率化について
International Sales 
Fraud and Identity Business Development Manager 一瀬惇也
Financial Crime Compliance Sales Manager 井浪皓之

LexisNexis Risk Solutions

ONLY
会場受講のみ

	13:10~14:10E1-08

金融機関のペーパーレスを定着さ
せる５Sと業務ルール
～新たな空間へのイノベーション
かな経営研究所 代表 金森亨
 

秀光

ONLY
会場受講のみ

	16:10~17:10E1-10

SBI生命の帳票DXでのシステム運
用コスト圧縮手法

SBI生命保険 取締役兼執行役員 池山徹
ミック 取締役社長 細川謙三

ミック

ONLY
会場受講のみ

	10:30~11:30E2-06

【最新】ユーザー体験型インタラク
ティブ動画によるオンライン研修の
成功の秘訣とは？
営業部 営業アシスタント 高島いづみ

４ＣＯＬＯＲＳ

会場受講のみ

	12:00~13:00E2-07

M&A・事業承継のDX ～M&A案
件のマーケティング高度化～
事例：三菱UFJ銀行様
三菱ＵＦＪ銀行 
コーポレート情報営業部 財務開発室 室長 井上徹
M&Aナビ 代表取締役社長 瀧田雄介

M&Aナビ

ONLY
会場受講のみ

	13:30~14:30E2-08

「コンサルツール」「顧客カルテ」「ス
マホサービス」の連携！
三位一体の全貌を公開！
代表取締役 嶋敬介
    
    

ノースアイランド

ONLY
会場受講のみ

	16:30~17:30E2-10

ニューノーマル時代の営業力強化！
感情認識AIを使った明治安田生命
の取組みのご紹介
明治安田生命保険 デジタル戦略部 デジタル戦略企画
G 兼 情報システム部 上席ITアーキテクト 湯浅慎司
シーエーシー ビジネス統括本部　デジタルソリューショ
ンビジネスユニット デジタルITプロダクト部 
セールスディレクター 丹治由佳
熊野弘幸 シーエーシー

ONLY
会場受講のみ

	10:10~10:50E4-31

保険営業 を 非対面で 完結 できる“FG-TriView”のご紹介
NTTデータ 第二金融事業本部 
第一バンキング事業部オファリング統括部 課長 岡本英司
アセットコンサルティングフォース イノベーションコンサルティング本部
取締役 本部長 大木将利 NTTデータ

ONLY
会場受講のみ

	11:10~11:50E4-32

【徹底解説！】コロナ禍で変化した人・
不動産の動きと渉外・融資業務の展望
コンサルティング&ソリューション事業本部 
デジタルビジネスソリューション事業部 
地図情報ビジネス担当 主任 稲葉幹 NTTデータ

ONLY
会場受講のみ

	12:10~12:50E4-33

【マネーフォワード瀧氏登壇】 一歩抜け出
す！金融DXに強い人材になる方法
マネーフォワード 執行役員 瀧俊雄
NTTデータ 金融事業推進部 デジタル戦略推進部
推進部長 山本英生
部長 宮本拓也 NTTデータ

会場受講のみ

	13:10~13:50E4-41

金融サービス仲介で顧客IDが重要で
ある３つの理由
金融マーケット事業部 
課長 石土誠 NTTデータ

会場受講のみ

	14:10~14:50E4-42

JSOLの金融機関向けDXソリューシ
ョン取り組みのご紹介
松井孝洋
辻野貴士 JSOL

ONLY
会場受講のみ

	15:10~15:50E4-43

VUCA適応、DXで求められる、社会
問題解決型のビジネスデザインとは
金融事業推進部 デジタル戦略推進部 
SPLAB ディレクター 天野晴久 NTTデータ

会場受講のみ

	16:10~16:50E4-44

新たな社会インフラとしてのブロックチェーン
とその先にある自律分散社会への取り組み
金融事業推進部 デジタル戦略推進部 ブロックチェーンチーム 
部長 赤羽喜治 NTTデータ

会場受講のみ

	17:10~17:50E4-45

グリーン社会における金融機関のビ
ジネスの可能性
金融事業推進部 デジタル戦略推進部 
推進部長 山本英生 NTTデータ

会場受講のみ

	10:10~11:10G402-06

【ESG金融の共創】
金融機関が今取り組むべき「ESG
推進」とは？
BofA証券 取締役 古東久典
 

STANDARD

ONLY
会場受講のみ

	11:40~12:40G402-07

金融業界に異変。VDIを見直し、次
に選ぶクライアントソリューション
とは？
執行役員 営業部長 岡田昌徳
 

ZenmuTech　

ONLY
会場受講のみ

	13:10~14:10G402-08

営業支援システムにおける
地図システムの活用例の紹介
インフォマティクス 営業部 平野義政
日本システム技術 
BankNeo事業部 営業部 石川礼将

インフォマティクス

ONLY
会場受講のみ

	16:10~17:10G402-10

金融機関向けデジタルコミュニケーション
Eltropy ～ 米国、日本の最新事例と共に
Eltropy Founder & CEO Garg Ashish
Eltropy Japan VP of Sales 池田大作
日本ユニシス ファイナンシャル第一事業部 イノベーション
推進部 第二グループ 三崎甲子郎
富士通 ファイナンス＆リテールソリューションBG デジタ
ルソリューション事業本部 デジタルソリューション戦略室 
金融グローバルグループ 
長嶋良之 Eltropy Japan

ONLY
会場受講のみ

	10:30~11:30G409-06

金融ＤＸ。コンプライアンスの課題
にどう対処していくべきか？～海外
事例から～
タレスDIS CPLジャパン 
クラウドプロテクション＆ライセンシング データプロテ
クション事業本部 SEマネージャー 舟木康浩

タレスDISジャパン

会場受講のみ

	12:00~13:00G409-07

銀行１００行以上が導入！日本で唯
一、登記情報を「名寄せ」して資産
家開拓や審査に活用する方法
代表取締役 佐野秀光
専務取締役 佐藤均
    

登記簿図書館

ONLY
会場受講のみ

	15:00~16:00G409-09

日々進化するサイバー攻撃を解決！
最先端のEDRサービス

「CyCraftAIR」
アイティフォー 通信システム事業部 営業一部 
部長 羽田誠
スペシャリスト 小山建
CyCraft Japan シニアサイバーセキュリティリサーチャー 
村上弘和 アイティフォー

ONLY
会場受講のみ

	10:30~11:30G502-06

電子契約・改正電子帳簿保存法対
応で進む融資業務のDX

【中央労働金庫様事例紹介】
デジタルトランスフォーメーション本部 
DXサービス企画統括部 統括部長 中嶋勝治

セイコーソリューションズ

ONLY
会場受講のみ

	12:00~13:00G502-07

業務に最適な技術を最大限活用す
るためのDX推進手法

代表取締役 中山竜

N.ジェン

会場受講のみ

	13:30~14:30G502-08

地域金融機関の持続可能な成長戦
略～顧客本位のジョブ型の渉外組
織人材のつくりかた～
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

ONLY
会場受講のみ

	15:00~16:00G502-09

未来の資金繰りが一目で分かる！
～資金繰り予想クラウドを活用し
た取引先支援～
代表 古尾谷未央

竹橋経営コンサルティング

ONLY
会場受講のみ

	10:10~11:10G510-06

ゼロトラストにおけるRBI（WEB分
離）ソリューションがもたらす効果
とは？
RevoWorksビジネスユニット 
シニアアーキテクト 東谷望
 

ジェイズ・コミュニケーション

ONLY
会場受講のみ

	11:40~12:40G510-07

『最強のAPI』保険商品立上げソリ
ューション ローンチまでの時間半
減の秘策とは
カントリーマネージャー 河上勝

イーバオテックジャパン

会場受講のみ

	14:40~15:40G510-09

【事例から学ぶ】今あるシステムを
強みに～変化対応力を持ったシス
テムへ～
インダストリーソリューション本部
副本部長 南孝司
 

コベルコシステム

ONLY
会場受講のみ
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ガラス棟 ホールB7 ホールD5ホールB5 ホールD7ホールB7

セミナー紹介
10月１５日㊎

※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。
※セミナーの情報は2021年9月21日現在のものです。
※掲載の会社名・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。
※敬称略

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。ご了承下さい。

各会場とも

受講無料
ONLY

！  
注 意

会場受講のみ

会場受講 後日配信

会場上映 後日配信

会場受講 後日配信LIVE配信

席に余裕があるセミナーは、各会場で当日受付を行います。

…会場での受講に加え、当日は LIVE 配信、会期後は後日配信をオンライン視聴できるセミナー
…セミナー映像を会場で上映し、会期後は後日配信をオンライン視聴できるセミナー

…会場のみで受講できるセミナー
…会場での受講に加え、後日配信をオンライン視聴できるセミナー

後日配信期間
10月25日（月）〜11月26日（金）

	10:10~11:10D5-06

GCPの考える金融機関向けDXと
それを実現するCTCのデータ活用
支援のご紹介
伊藤忠テクノソリューションズ
金融営業本部 金融ビジネス企画部 木田祐輔
グーグル・クラウド・ジャパン パートナー事業本部
パートナーデベロップメントマネージャー
宮本佳歩 伊藤忠テクノソリューションズ

会場上映 後日配信

	11:40~12:40D5-07

AIはいかに銀行業界を変革するか
～先端技術を活用した融資・リスク
管理業務新常識～
アカウントエグゼクティブ 大根慎也
プロダクトスペシャリスト 王潔

nCino

ONLY
会場上映 後日配信

	13:10~14:10D5-08

セキュリティ基盤構築 : 
Elastic Securityの活用術

セールス エンタープライズ アカウントエグゼクティブ 
空久保勲
    

Elasticsearch

会場上映 後日配信

	14:40~15:40D5-09

【他行事例から学ぶ非対面コミュニ
ケーション】 
企画段階から共創する帳票電子交
付
営業統括本部 CRS第二営業部 
課長代理 金子和弘 イセトー

ONLY
会場上映 後日配信

	10:30~11:30D7-06

金融機関様の認証・認可システムを
一括アウトソース Oktaご活用の意
義とは
リージョナルセールスマネージャー 渡部和人
シニアソリューションエンジニア 井坂源樹

Okta Japan

ONLY
会場上映 後日配信

	13:30~14:30D7-08

リアル店舗／非対面の本人確認業
務に資する顔認証技術のご紹介

顔認証・新規ビジネスデザイン 
エバンジェリスト 古田邦夫

パナソニック システムソリューションズ ジャパン

ONLY
会場上映 後日配信

	15:00~16:00D7-09

金融業界でもここまでできる！Box
で実現するセキュアなリモートワー
クとは
講師調整中

NTTコミュニケーションズ

ONLY
会場上映 後日配信

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

デジタル時代に求められるエンゲ
ージメント・バンキングとは

Head of Sales 森田大樹
  

Backbase Japan

会場受講 後日配信LIVE配信

	13:35~14:35B7(2)-08

真の事業性評価実現のための新し
い中小企業支援
金融庁 
地域金融企画室 室長 日下智晴
YKプランニング 
代表取締役社長 岡本辰徳

YKプランニング

ONLY
会場受講 後日配信LIVE配信

	15:15~16:15B7(2)-09

顧客の潜在課題を掘り起こすソリ
ューション提案型マッチング
～ふくおかFGの取組み～
ふくおかフィナンシャルグループ 
FFGビジネスコンサルティング ビジネスサポート部 
部長代理 藤井努
リンカーズ 代表取締役社長 前田佳宏 リンカーズ

ONLY
会場受講 後日配信LIVE配信

	16:55~17:55B7(2)-10

元日銀地域金融担当の弁護士が全
金融機関に問う！ 現場の不正兆候
を検知する体制が出来ているか？
瓜生糸賀法律事務所 弁護士 長野聡
U&Iアドバイザリーサービス 取締役 山田重嗣
ベリントシステムズジャパン 代表取締役社長 古賀剛

ベリントシステムズジャパン

ONLY
会場受講 後日配信LIVE配信

	13:30~14:20B5(1)-41

DX時代に於ける金融機関の人材
育成戦略
アクティブアンドカンパニー 常務取締役 八代智
富士通ラーニングメディア ビジネス推進統括部  
シニアマネージャー 岨下見和子 富士通

ONLY
会場受講 後日配信

	14:40~15:30B5(1)-42

SMBC様が取り組むオールバン
ク決済スキームと近未来における
Embedded Financeの実現
三井住友銀行 決済商品開発部 部長代理 福岡融
富士通 第一ファイナンス事業本部 イノベーション戦略部 
マネージャー 森田裕介 富士通

ONLY
会場受講 後日配信

	15:50~16:40B5(1)-43

東京証券取引所様の新サービス創設 ～リー
ンスタートアップアジャイル開発による実現～
東京証券取引所 
株式部 ヘッドオブETFセカンダリートレーディング 課長 岡崎啓
富士通 第三ファイナンス事業本部 証券事業部 
シニアマネージャ― 桑原章紘
齊藤弘樹 富士通

ONLY
会場受講 後日配信

	17:00~17:50B5(1)-44

Withコロナ時代へ再加速するデジタ
ル化 ～最新テクノロジーとDX事例
から考察する未来社会への備え～
グローバルマーケティング本部 マーケティング変革統括部 
シニアエバンジェリスト 西本伸一 富士通

ONLY
会場受講 後日配信

	10:10~11:10G602-06

金融機関の顧客接点強化
～個人向け金融アドバイスアプリ
Monedgeを事例に～
ソニー銀行 商品企画部 デジタルイノベーション推進室 
シニアマネージャー 宮川貴彦
日本ユニシス ファイナンシャル第一事業部
事業部長 小林俊浩
営業二部 部長 上柿元亘 日本ユニシス

ONLY
会場受講 後日配信

	11:40~12:40G602-07

日本ユニシス X ウエスタンユニオ
ン：海外送金業務の最前線、効率化
の鍵は「DX」
ウエスタンユニオン・ビジネスソリューションズ・ジャパン 
代表取締役社長 大橋晴彦
日本ユニシス 上席スペシャリスト 吉田将到
辻井彩菜
ウエスタンユニオン・ビジネスソリューションズ・ジャパン

ONLY
会場受講 後日配信

	13:10~14:10G602-08

東京海上日動火災保険様ご講演─
PDF技術で実現した大規模団体保
険のペーパーレス化
東京海上日動火災保険 
自動車営業開発部 自動車営業グループ 
ＩＴ・デジタル戦略担当 課長 金子宏典
 スカイコム

ONLY
会場受講 後日配信

	14:40~15:40G602-09

団信プラットフォーム　
～Simple構造、Speedy導入、
Smart経営～
SBI生命保険 取締役兼執行役員 池山徹
キャピタル・アセット・プランニング
専務取締役 里見努

キャピタル・アセット・プランニング

ONLY
会場受講 後日配信

	16:10~17:10G602-10

気候変動対応に対する金融機関の
役割 ～働き方はどう変わっていく
のか～
モルガンスタンレーMUFG証券 顧問 
Sansan シニアアドバイザー 安井肇
Sansan ビジネス統括本部 エンタープライズ営業部　
金融グループ マネジャー 篠根麻里 Sansan

会場受講 後日配信

	10:30~11:30G610-06

Salesforceで実現する顧客起点
の地域DX

インダストリーズトランスフォーメーション事業本部 
執行役員 金融・ヘルスケア業界担当シニアディレクター 
佐藤慶一

セールスフォース・ドットコム

ONLY
会場受講 後日配信

	12:00~13:00G610-07

BankNeo電子帳票ソリューショ
ン活用によるローン申込の改革推
進
愛媛銀行 
常務執行役員 お客様サービス部長 秋廣伸二
お客様サービス部 企画グループ 次長 東口貢一
    日本システム技術

ONLY
会場受講 後日配信

	13:30~14:30G610-08

千葉銀行がDYNATREKで構築　
顧客ニーズ・収益機会を深堀りする
データ活用基盤
千葉銀行 営業企画部長  宮下大輔
ダイナトレック プロダクトマネージャー 
取締役 佐伯慎也 

ダイナトレック

ONLY
会場受講 後日配信

	15:00~16:00G610-09

【横浜銀行様】
アプリ、顧客データを活用したロー
ン事例紹介と今後の展望
横浜銀行 デジタル戦略部 マーケティング戦略室 
リテール戦略企画G ビジネスアシスタントリーダー 
日置瞬
 シナジーマーケティング

ONLY
会場受講 後日配信

	16:30~17:30G610-10

SalesforceFSC導入効率化ツー
ルとFSCクレジットテンプレートの
ご紹介
ビジネスシステム事業本部 
金融システム事業部 
営業部 シニアセールスマネージャー 村瀬真佐治

ＪＦＥシステムズ

会場受講 後日配信

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

日経でも話題！DXコンサルタント・
データサイエンティストらによる実
践型人材育成講座
マネージングディレクター 梶田威人
マネージングディレクター 大﨑邦彦
マネージャー 石原裕也

Xspear Consulting

ONLY
会場受講のみ




