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開 催 概 要
出展社一覧
フロア紹介

beyond digital
テーマ

ホール E・ホール B5・ホール B7・ガラス棟

URL ／ https://fit-tokyo.nikkin.co.jp/

〜 提案機会の創出と魅力あるブランチを目指して 〜
金融機関

第５回 のための

人事・研修フェア

B5 特別セミナー… ……… （2 日間・16 セッション / 無料）
B7 セミナー… …………… （2 日間・20 セッション / 無料）
人事・研修セミナー……… （2 日間・10 セッション / 無料）
デジタル改革フォーラム… （2 日間・14 セッション / 無料）

一般社団法人全国銀行協会

一般社団法人信託協会

一般社団法人全国地方銀行協会

一般社団法人第二地方銀行協会

一般社団法人全国信用金庫協会

一般社団法人全国信用組合中央協会

一般社団法人全国労働金庫協会

農林中央金庫

日本証券業協会

一般社団法人生命保険協会

一般社団法人日本損害保険協会

一般社団法人投資信託協会

デジタル改革
フォーラム

援

G 棟 FIT セミナー… …… （2 日間・50 セッション / 無料）

金融機関のための

〜 顧客起点の人財活用とは 〜

後

FIT 特別セミナー………… （2 日間・23 セッション / 無料）

のための

金融機関店舗フェア

FIT セミナー……………… （2 日間・20 セッション / 無料）

（出展社紹介）
金融機関人事・研修フェア

同時開催

第８回

金融機関店舗フェア

東京国際フォーラム（東京・有楽町）

（出展社紹介）

（両日とも）

ＦＩＴ２０１９

10月24日（木）
・25 日
（金）

（出展社紹介）

会 場／

セミナー紹介

日 時／ 2019 年

10:00 〜 18:00

公益財団法人金融情報システムセンター（FISC）
主

催		

共

催

お問い合わせ：日本金融通信社（ニッキン） FIT 事務局 【TEL】03-5860-7130 【E-mail】fit2019@nikkin.co.jp
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開 催 概 要

会場全体図

出展社一覧

■東京国際フォーラム

フロア紹介

セミナー紹介
ＦＩＴ２０１９

（出展社紹介）

金融機関店舗フェア

（出展社紹介）
のための

（出展社紹介）
金融機関人事・研修フェア

デジタル改革
フォーラム
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出展社一覧

出展社名

〈AｰZ順・50音順〉

出展社一覧
6

出展社名
A-Z BlackBerry Japan（株）
（株）Box Japan
Confirmation.com Japan
（株）DataClasys
Deep Percept（ 株）
（株）DGコミュニケーションズ
（株）DTS
ESRIジャパン（株）
Fenergo Japan（株）
ForeVision（株）
ForeVision（株）
ＦＰＴジャパンホールディングス（株）
（株）FRONTEO
iMicroData Japan（同）
Infoblox（株）
ＪＦＥシステムズ（株）
（株）JSOL
（株）
Ｊストリーム
KAL
（株）ＫＩＣＯシステムズ
Kofax Japan（株）
KPMGコンサルティング（株）
（株）Liquid
NEC
NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング（株）
NTTアドバンステクノロジ（株）
NTTコミュニケーションズ（株）
NTTコムウェア（株）
（株）NTTデータ
（株）NTTデータCCS
（株）NTTデータエービック
（株）NTTデータビジネスブレインズ
NTTテクノクロス（株）
Ｑｕａｄ
ｉ
ｅｎｔ
RSA
Sansan（株）
SGシステム（株）
（株）SHIFT
（株）Sprocket
SSBソリューション（株）
Tenable Network Security Japan（株）
ThreatMetrix（同）
TIS（株）
（株）UNCOVER TRUTH
（株）xenodata lab.
（株）YKプランニング
ア （株）アイ・アイ・エム
（株）アイアンドディ
（株）アイネス
（株）アグレックス
アットホーム（株）

コマ番号

内容

EB21
EB14
EC13
EB17
EA77
EB34
EA73
EC08
B7(1) 会場
EA02
EC02
EA05
EA09
EB27
EB15
EA59
EA78
EA51
EA66
EC18
EA01
B7(2) 会場
EC15
B5(1) 会場
EA02
EA64
B5(2) 会場
EA60
EA78
EA78
EB01
EA78
EA29
EA40
EA56
B5(2) 会場
EC01
EC06
G502 会場
EA62
EB19
EB38
EB25
EB41
EC07
EB44
EA70
EA53
EA71
EB20
EB26

31
28
34
31
26
29
26
33
37
30
33
30
30
28
31
24
26
23
25
34
30
37
34
36
30
25
36
24
26
26
27
26
21
22
24
36
33
33
35
24
31
32
28
32
33
32
25
23
25
28
28

アドバンスデザイン（株）
（株）アドバンスト・メディア
アバナード（株）
アルピン（株）
アルファコム（株）
アンリツ（株）
（株）イセトー
（株）インターコム
（株）インフォマティクス
ウィッツェル（株）
ウイングアーク１ｓｔ
（株）
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（株）
（株）エーアイスクエア
エクスプローラーコンサルティング（株）
エクセルソフト（株）
（株）エビリー
（株）エフアンドエム
エプソン販売（株）
（株）エムティーアイ
エメラダ（株）
エントラストジャパン（株）
エンピレックス（株）
大澤事務所（株）
（株）オートマティゴ
（株）オプティマ
（株）オプロ
カ （株）北村製作所
キヤノンITソリューションズ（株）
キヤノン電子テクノロジー（株）
キヤノンマーケティングジャパン（株）
（株）キャピタル・アセット・プランニング
京セラドキュメントソリューションズジャパン（株）
共同印刷（株）
（株）クローバー・ネットワーク・コム
（株）ケンプラス
コグニティ
（株）
コクヨ（株）
（株）ココペリ
サ （株）シーエーシー
ジェムアルト（株）
事業承継推進機構（株）
（株）システムディ
シトリックス・システムズ・ジャパン（株）
シナジーマーケティング（株）
ジャパンメディアシステム（株）
（株）ショーケース
（株）
しんきん情報サービス
（株）ジンテック
シンプレクス（株）
（株）スカイコム
セイコーソリューションズ（株）
（株）セールスフォース・ドットコム
（株）セキュアブレイン
（株）セゾン情報システムズ
（株）セブン銀行
宣研ロジエ（株）
ソフトバンク（株）
ソフトバンク（株）
（株）ソリトンシステムズ
タ （株）だいこう証券ビジネス

コマ番号

内容

EC10
G402 会場
B5(1) 会場
EA21
EA04
EA07
EB30
EA11
EA47
EA23
EB09
EA39
B7(1) 会場
EB05
EA06
EC09
EB35
EA57
EA76
EA36
EA35
EA72
EA28
EA43
EA62
EA08
EA63
EA58
EA58
EA58
EA32
EA10
EC16
EA31
EA20
B7(2) 会場
EA14
EA52
EA55
EB18
EA17
EB28
G610 会場
EB40
EA68
EC14
EA12
EA75
EA77
EA54
EA70
B5(1) 会場
EB22
EA18

34
35
36
21
30
30
29
20
23
21
27
22
37
27
30
33
29
24
26
22
22
25
21
22
25
30
25
24
24
24
22
30
34
21
21
37
20
23
24
31
20
28
36
32
25
34
20
26
26
24
25
36
31
20
34
35
37
37
31
22

総合受付前
G510 会場
B7(1) 会場
B7(1) 会場

EB16
EA41

出展社名

内容

EA42
EA34
G409 会場
EA03
EB43
EB18
EA16
EA44
EB36
EC02
EB32
EA56
B7(2) 会場
EA15
EA25
EA46
EA19
EC04
EB08
EB12
B7(1) 会場
EC17
EB04
E4 会場
EB42
EA45
EC03
EA67
EA35
G610 会場
EA74
EA33
EC02
B7(1) 会場
EA22
EB39
EB29
EA24
EB33
EB03
EA37
EB31
B7(2) 会場
EB22
EB06
EA17
EB10
EB23
EB23
EB24
EB11
EA30
EA26
EA49
EC12
EA50
EB37
EA17
G510 会場
EB07

22
22
35
30
32
31
20
23
29
33
29
24
37
20
21
23
20
33
27
28
37
34
27
35
32
23
33
25
22
36
26
22
33
37
21
32
28
21
29
27
22
29
37
31
27
20
27
28
28
28
27
21
21
23
34
23
29
20
35
27

出展社名
三谷産業（株）
（株）
ミック
三菱電機インフォメーションシステムズ（株）
未来貯金（株）
（株）モリサワ
ヤ （株）ユニテックス
ラ 楽天コミュニケーションズ（株）
（株）ラネクシー
リンカーズ（株）
（株）リンク・プロセシング
（株）レコモット
ローレルバンクマシン（株）
（株）ロゼッタ
ワ （株）ワコム

出展社名
（株）ジェイエスキューブ
（株）秀光
東芝デジタルソリューションズ（株）
トッパン・フォームズ（株）
（株）日立ソリューションズ・クリエイト
（株）日立ソリューションズ西日本
（株）日立ソリューションズ東日本
リコージャパン（株）

出展社名
（株）4COLORS
（株）MS&Consulting
（株）N.ジェン
TAC（株）
（株）アイリックコーポレーション
（株）エフアンドエム
（株）経済法令研究会
（株）シー・シー・ユー
（一社）相続診断協会
（株）日本マンパワー
（株）ビズアップ総研
（株）富士通マーケティング
ワークデイ（株）

コマ番号

内容

EA44
EA27
EA49
EB02
EC05
EA13
EA65
EA69
EA61
EC11
B7(1) 会場
EB13
EA38
EA48

23
21
23
27
33
20
25
25
24
34
37
28
22
23

コマ番号

内容

T04
T05
T02
T04
T01
T01
T01
T03

38
38
38
38
38
38
38
38

コマ番号

内容

人 06
人 05
G405 会場
人 04
人 09
人 08
人 10
人 07
人 03
人 02
人 01
G405 会場
G405 会場

39
39
40
39
39
39
39
39
39
39
39
40
40

出展社一覧

（株）ダイナトレック
大日本印刷（株）
（有）竹橋経営コンサルティング
タケロボ（株）
（株）タス
タレスジャパン（株）
（株）ディー・ディー・エス
ディサークル（株）
（株）テイルウィンドシステム
データ・フォアビジョン（株）
テクノブレイブ（株）
テクマトリックス（株）
テックタッチ（株）
デフィデ（株）
（株）登記簿図書館
（株）東京カンテイ
（株）東陽テクニカ
（株）
トーラス
凸版印刷（株）
トッパン・フォームズ（株）
トレジャーデータ（株）
ナ （株）長塚電話工業所
日鉄日立システムエンジニアリング（株）
日本アイ・ビー・エム（株）
日本ATM（株）
日本金銭機械（株）
日本システム開発（株）
日本システム技術（株）
日本データカード（株）
日本ネクサウェブ（株）
日本マイクロソフト（株）
日本ユニシス（株）
日本リスク・データ・バンク（株）
ニュータニックス・ジャパン（同）
（株）ネオジャパン
ネットムーブ（株）
（株）ノースアイランド
ハ （株）パスコ
パナソニック システムソリューションズ ジャパン（株）
（株）浜名湖国際頭脳センター
バリューテクノロジー（株）
（株）ビービーシー
（株）ビービット
（株）日立システムズ
（株）日立製作所
ヒューレックス（株）
（株）ブイキューブ
富士ゼロックス（株）
富士ゼロックスシステムサービス（株）
富士ソフト（株）
富士通（株）
ブラザー販売（株）
（株）プリマジェスト
ベリントシステムズジャパン（株）
弁護士ドットコム（株）
（株）ホームズ
マ マネーツリー（株）
マリッジパートナーズ（株）
（株）
ミスターフュージョン
みずほ情報総研（株）

コマ番号
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フロア紹 介 ホール E （B2F）
FinTech ゾーン

セキュリティゾーン

フロア紹介

総合受付／ホールＥ
10 月 24 日（木）
終日：ジンテック
地域金融変革運動体全国会
金融財政事情研究会

10 月 25 日（金）
午前：ジンテック
午後：日本アイ・ビー・エム

総合受付 （B1F）

8

フロア紹介

AI・RPA
ゾーン

総合受付／ホールＥ

10 月 24 日（木）
終日：NTT データ
NTT データビジネスブレインズ
NTT データ CCS

10 月 25 日（金）
午前：日本マイクロソフト
午後：大日本印刷
日本ユニシス

9

フロア紹 介
ガラス棟 6F
● G 棟 FIT セミナー
● G 棟デモコーナー
（G 棟セミナー企業用）

フロア紹介

ガラス棟 5F

ガラス棟

● G 棟 FIT セミナー

ガラス棟 4F
● G 棟 FIT セミナー
●人事・研修セミナー
ガラス棟とホール B5 は、連絡ブリッジでつながっています。
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ホール B5 （5F）
● B5 特別セミナー

ホール B7 （7F）
● B7 セミナー

フロア紹介

10 月 25 日（金）
 午前：セールスフォース・ドットコム
 午後：アバナード

10 月 24 日（木）
午前：NTTコミュニケーションズ
午後：Sansan
10 月 25 日（金）
終日：NTT データ

ホールＢ５／ホールＢ７

10 月 24 日（木）
終日：NEC
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セミナー
紹介
10月

24日木

ホールE

FITセミナー〈定員

E1 会場

Time

E1 - 01

10:10~11:10

CEO
Korala Aravinda

11 :00

E2 - 01

10:30~11:30

セキュリティから始める金融
デジタル革命！新たな情報資
産管理ツールとは？

プラットフォーム営業部
RSA営業課 課長 坂手義信

11:40~12:40

登記情報・図面取得
データ化をフル活用
事務作業を削減し営業戦略の
サポートをします

セミナー紹介

大澤事務所

注意

E1-03

E2-02

12:00~13:00

月
日（ 木 ）

セミナーボードに、満席表示
がなく、当日、席に余裕があ
る場合は、セミナー会場で
当日受講の受付をいたしま
す。お名 刺をご用 意くださ
い。

ONLY

NTTデータ

ONLY

コンサルと教育研修がタブレット
で大連携！ 営業スタイルを激変さ
せた活用事例大公開！
代表取締役
嶋敬介

E3-13

12:10~12:50

ONLY

店舗業務のペーパーレスから始まる
金融デジタルトランスフォーメーション

ビジネスソリューション事業部
営業グループ シニアスペシャリスト 的羽幸洋

NTTデータビジネスブレインズ

E3-21

ONLY

E2-03

13:30~14:30

ONLY

大手地銀２行の事例紹介。
SMSを利用した販促強化と非対
面取引の本人確認の事例紹介

キャピタル・アセット・プランニング

E1-04
15 :00

11:10~11:50

みずほ信託銀行不動産部門での導入
事例から学ぶデジタライズの取組み

みずほ信託銀行
不動産コンサルティング部
担当部長 吉武泉

横浜銀行 営業戦略部 個人取引推進企画グループ
副調査役 日置瞬
田中雄太
常陽銀行 ダイレクト営業部 企画グループ
調査役 市川友英

クローバー・ネットワーク・コム

※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。

総合受付や各セミナー会場
のセミナーボードに、満席表
示のあるセミナーは、事前登
録で満席のため、当日受講
は、お断りさせていただきま
す。

13:10~14:10

取締役
安藤恵郎

14 :00

NTTデータ

ノースアイランド

Fintechを活用した
お客さま本位のサービス

ONLY

ONLY

横浜銀行
ICT推進部 主任調査役 森口富裕

E3-12

ONLY

13 :00

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。

ONLY

10:10~10:50

マルチクラウド導入のすすめ
～横浜銀行での導入経緯と活用方針～

KAL ネットワークセキュリティ事業部

〈逐次通訳〉

代表取締役
大澤忠史

受講無料

※内容・講師などは予告なく変更
する場合があります。

14:40~15:40

ONLY

データ分析で犯人を特定し被害を
未然に防ぐ！
最新不正予兆検知のご紹介
開発1部
ゼネラルマネージャ
邦本理夫

セキュアブレイン

E2-04

15:00~16:00

13:10~13:50

ONLY

RPA第２ステージ～現状から今後の展
望まで、AI-OCR事例を交えてご紹介～

NTTデータ 社会基盤ソリューション事業本部
ソーシャルイノベーション事業部 RPAソリューション担当
課長 中川拓也／課長代理 橘俊也
AI inside 事業開発本部
NTTデータ
アライアンス推進部 部長 幸田桃香

E3-22

14:10~14:50

ONLY

投資対効果(ROI)の最大化を狙ったタブレット活用術

清水銀行
市場営業部 証券営業室 部長 兼 室長 油井久
事務部 次長 勝見貴郊
支店営業部 個人マーケッ
ト担当
部長 田中久美子
NTTデータCCS

ONLY

南都銀行様における次世代営業
店に向けた変革 ～富士通が提供
するDigitalBranch～
南都銀行
事務企画部長 田原久義

E3-23

15:10~15:50

ONLY

最新事例多数！データ活用による
デジタルマーケティング・ナレッ
ジマネジメントの実現

第四金融事業本部 事業開拓推進室
NTTデータ
部長 佐久間康久

富士通

16 :00

E1-05

16:10~17:10

E3-24

ONLY

パーソナライズド動画を活用した
コールセンター負荷軽減施策

FWD富士生命保険
長崎コミュニケーション・サービス部
長崎RCS第二グループ
グループ長 大村博俊

E2-05

16:30~17:30

ONLY

営業店バックオフィス事務撤廃を
目的としたイメージ統合ファイリ
ングシステム導入事例

17 :00

イセトー

京都銀行
事務統轄部
部長代理 中西剛

16:10~16:50

今求められる
デジタルワークスペースとは

ビジネス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
営業統括部 営業担当
NTTデータ
部長 遠藤由則

E3-25

プリマジェスト

※セミナーの空き状況につきま
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。受講可能セミナーをお
尋ね下さい。

12

E3-11

テクマトリックス

各会場とも

！

E3 会場

ONLY

【ATM運用コスト削減】
海外でのATMコストダウン手法、
またOS移行の効率的実現

12 :00

24

E2 会場

10 :00

E1-02

10

ホー

FIT特別セミナ

各80名〉

17:10~17:50

ONLY

事例：多様化する顧客とのコミュニケーション
強化を実現するオムニチャネルへの取組み

NTTデータ 第二金融事業本部 金融ソリューション事業部
カスタマ営業企画担当 課長 石田知大
七十七銀行 個人ダイレクト推進部
NTTデータ
個人ダイレクト推進課 課長 吉田健

18 :00

※情報は10月4日現在のものです。 ※敬称略

ルE

ー〈定員

ガラス棟

各80名〉

E4 会場

G402 会場

G棟FITセミナー〈定員

各78名〉

G409 会場

G502 会場

Time
10 :00

G402 - 01 10:10~11:10
E4-11

10:30~11:50

ONLY

保険業界の業務プロセス革新
～ビジネスモデル創出とチュー
リッヒ生命の事例をもとに～

【事例紹介】
金融機関が注目するFinTechアプ
リの脆弱性とその対策
ソリューション事業部
部長 三股泰彦

森・濱田松本法律事務所
パートナー弁護士 増島雅和
チューリッヒ生命
プロジェクト推進部 兼 契約事務企画部
部長 渡辺泰裕

ジンテック

E4-12

12:20~13:30

ONLY

ネットムーブ

G409-01 10:30~11:30

北陸銀行の先進ワークスタイル変革
はこうして進んだ
～IT活用を成功させる秘訣とは？～

マーケティング統括部
マネージャー 正木伸城

ネオジャパン

G402-02 11:40~12:40

課長代理 柳町俊悟

シナジーマーケティング

ジンテック

新生銀行
グループ法務・コンプライアンス統括部
金融情報管理室
ジンテック
マネージャー 山本好昭

金融ソリューション企画PJ
リーダー

武蔵野銀行 営業統括部
営業企画室兼フィンテック推進室
室長 磯中克哉
アドバンスト・メディア STF事業部 営業部
シニアセールスマネージャー
山下雄也
アドバンスト・メディア

ONLY

第2部パネルディスカッション
（パネラー）
：
前山梨県信用保証協会 保証部長
有野文明
地域金融ソリューションセンター
竹内心作
大正銀行 吉澤徹
大阪シティ信用金庫 志賀谷太佑

横浜銀行
事務サービス部 融資・外為グループ
副調査役 岡田真梨奈
肥後銀行
与信統括部 融資企画グループ
ホームズ
企画役代理 髙田倫子

銀行70行以上が導入
資産家開拓営業や審査業務で登記
情報を名寄せして活用する方法

登記簿図書館

南都銀行
事務企画部 副部長 本田伊佐雄
ＪＦＥシステムズ
プロダクト事業部 営業部
シニアセールスマネージャー
橋本裕之

13 :00

ONLY

クラウドID管理とパスワードレス
を実現する「次世代認証基盤」の
つくり方

プロダクト部
認証・
ＩＤマーケティング
部長 佐野誠治

G502-03 13:30~14:30

ONLY

ペーパーレス化推進によるワーク
スペース・ワークスタイル変革へ
の取り組み

ジェーシービー
総務部 部長 金塚正雄

10
14 :00

富士ゼロックス

24

G409-04 15:00~16:00

ONLY

「金融機関の営業改革」
について
〜トヨタ生産方式による営業部門
の生産性向上方法〜
代表取締役
高原祐介

G502-04 15:00~16:00

ONLY

15 :00

［活用例から学ぶドキュメント業務
改革］
ペーパーレスと無駄工程の
削減で働き方改革

オプロ
サポートサービス部 シニアディレクター 泉博章
セールスフォース・
ドットコム
常務執行役員
エンタープライズ金融営業本部長
オプロ
田村英則

16 :00

ONLY

本部・営業店舗におけるペーパーレ
スの取組み ～南都銀行の挑戦～

JFEシステムズ

地域金融変革運動体全国会
金融財政事情研究会
ジンテック

G409-03 13:30~14:30

エクスプローラーコンサルティング

G402-05 16:10~17:10

12 :00

ONLY

地域事業者の生産性向上へ寄与す
るために ～中小企業の底力を復
活する取組み～
第1部キーノートスピーチ：
共同通信社 橋本卓典

ONLY

代表取締役社長 佐野秀光
専務取締役 佐藤均

ソリトンシステムズ

横浜銀行様・肥後銀行様
業務コスト70％削減 ホームズAI
を活用した働き方改革

15:30~17:30

G502-02 12:00~13:00

ONLY

【武蔵野銀行様 ご講演】
金融機関における音声認識活用方
法のご紹介

G402-04 14:40~15:40

11 :00

日（ 木 ）

「非対面口座開設」金融犯罪対策と
継続的顧客管理
～新生銀行の取組み〜

E4-22

東北労働金庫
融資部 課長代理 長川翔子
業務部 髙橋一真
DataClasys
営業本部 アライアンス営業部
小林 眞楠
DataClasys

月

ONLY

ONLY

東北労働金庫が実現したサイバー
攻撃・個人情報漏洩の根本対策

ジェイエスキューブ

G402-03 13:10~14:10

14:00~14:50

G502-01 10:30~11:30

ONLY

【仙台銀行登壇】
ニーズをリアルタイム検知！
ONLY
Web集客強化とデータマーケティ G409-02 12:00~13:00
ング術
【対応人員大幅削減！】
仙台銀行
行政機関による預貯金口座等の
個人営業部 個人営業企画課
照会業務ソリューション

大阪大学
招へい准教授/博士
（情報理工学）
中川郁夫

E4-21

ONLY

セミナー紹介

デジタル化で激変する市場構造と
ビジネス 「“個”客の見える化」へ
のアプローチ

ONLY

G409-05 16:30~17:30

ONLY

中小企業の課題解決に向けた
「会計データ×webコミュニケー
ション」
活用事例

山口フィナンシャルグループ
法人戦略部 三浦大斗
電通国際情報サービス
金融ソリューション事業部 和田清志
YKプランニング
代表取締役社長
YKプランニング
岡本辰徳

G502-05 16:30~17:30

ONLY

AIと人間の新結合による〝新法人
推進戦略〟～顧客利便性を追求す
る店舗改革～
日本リスク・データ・バンク
代表取締役副社長 稲葉大明

17 :00

ForeVision

18 :00

13

セミナー
紹介
10月

24日木

ガラス棟

G棟FITセミナー〈定員

Time

G510 会場

ホール

B5特別セミナ

各78名〉

G610 会場

B5（1） 会場

10 :00

G510-01 10:10~11:10

ONLY

【第四銀行｜北國銀行 事例】
AI・電子契約を使った店舗業務自
動化・ペーパーレス化

11 :00

デジタルトランスフォーメーション本部
デジタルトランスフォーメーションサービス統括部
統括部長 中嶋勝治

セイコーソリューションズ

G610-01 10:30~11:30

ONLY

顧客目線の金融デジタル
〜キーワードは「紙とデジタルの
ハイブリッドCX」
〜

日本事務所代表
成田臣二

Quadient

G510-02 11:40~12:40
12 :00

各会場とも

セミナー紹介

月

10

日（ 木 ）

24

五輪に向けた脆弱性管理
大手銀行事例に見る人手をかけな
い安全対策とは

システムエンジニアリング部
セキュリティエンジニア
阿部淳平

受講無料

Tenable Network Security Japan

13 :00

！

注意

※内容・講師などは予告なく変更
する場合があります。

金融機関での採用も続々！
SDGsの推進を支援するLIMEX
TBM
取締役 COO
坂本孝治

セミナーボードに、満席表示
がなく、当日、席に余裕があ
る場合は、セミナー会場で
当日受講の受付をいたしま
す。お名 刺をご用 意くださ
い。

リコージャパン

G510-04 14:40~15:40
15 :00

ソリューション事業部
デジタルトランスフォーメーションサービス部
執行役員 部長 塩本直弘

エムティーアイ

ONLY

三井住友銀行 法人戦略部
営業支援グループ 部長代理 長谷知絵
NEC 第一金融ソリューション事業部
第二ソリューション部 マネージャー 天利尚信

NEC

B5 ( 1 ) -22 14:00~14:40

ONLY

金融機関と挑むデジタルシフト ～地域の垣
根を越えたビジネスマッチングの実現～

G610-03 13:30~14:30

ONLY

楽天コミュニケーションズ
コンタクトセンターソリューションビジネス部
コンタクトセンターグループ
シニアコンサルタント 安藤竜一
ベルシステム２４
CS第二本部 第三事業部第4グループ
グループマネージャー
川崎 佑治
楽天コミュニケーションズ

三井住友信託銀行のAIを利用したリテール営業効
率化 ～真の顧客ニーズを掘り起こすdotData～

三井住友信託銀行 個人企画部 主管 依田康裕
NEC コーポレート事業開発本部 dotData事業開発室
エキスパート 梅津圭介
NEC

G610-04 15:00~16:00

ONLY

大分銀行登壇
「高効率なIT基盤構
築と業務改革の融合」
変革の5年
と今後のIT戦略

大分銀行 事務統括部 システム企画グループ
推進役 那波浩幸
シトリックス・システムズ・ジャパン
セールスエンジニアリング本部 金融SEグループ
リード システムズ エンジニア 國分俊宏

シトリックス・システムズ・ジャパン

16 :00

G510-05 16:10~17:10

ONLY

SMBC日興証券が選んだ
セキュアモバイルソリューション
Enterprise Account Manager
多田昌広

17 :00

B5 ( 1 ) -21 13:00~13:40

ONLY

モバイル事業者から見た金融機関
の課題～これからの時代を生き抜
くヒントと落とし穴～

BlackBerry Japan

B5 ( 1 ) -23 16:20~17:00
G610-05 16:30~17:30

ONLY

これからの金融機関店舗づくり
―レイアウトから建築を設計する
サステイナブル店舗―
事業企画ユニット
ユニット長 八井肇

秀光

※セミナーの空き状況につきま
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。受講可能セミナーをお
尋ね下さい。

14

Box Japan
エンタープライズ営業１部
アカウントエグゼクティブ 清水康孝
日本システム技術
BankNeo事業部 製品開発室
室長 稲岡寛
Box Japan

金融機関の新たなCXを実現するオムニ
チャネルコンタクトセンターの現状とは

14 :00

※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。

総合受付や各セミナー会場
のセミナーボードに、満席表
示のあるセミナーは、事前登
録で満席のため、当日受講
は、お断りさせていただきま
す。

ONLY

G510-03 13:10~14:10

ONLY
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。

G610-02 12:00~13:00

【年間1億円コスト削減も！】
クラウドサービスを活用した業務効
率化と顧客接点強化の同時実現へ

18 :00

※情報は10月4日現在のものです。 ※敬称略

ONLY

デジタルで変わる金融サービスの未来 ～生体
認証、AI、APIを活用した新たな顧客体験～

第二金融ソリューション事業部
ソリューション推進部
部長 児玉直宏

NEC

B5

ー〈定員

ホールB7

B7セミナー〈定員

各120名〉

B5（2） 会場

ガラス棟

B7（1） 会場

B5 ( 2 ) -11 10:05~10:40

ONLY

なぜ今、金融機関のクラウドにBoxが最
適なのか。AI/RPA連携も交えご紹介。

アプリケーション＆コンテンツサービス部
アプリケーションサービス部門 Head of Customer Success
野崎秀吾
NTTコミュニケーションズ

B7 ( 1 ) -01 10:00~11:00

B7（2） 会場

G405 会場

ONLY

ONLY

執行役員／エバンジェリスト
宮坂祐

ビービット

クラウド・RPAその先へ DX時代ビジネ
スプロセス改革（AI/RPA/Box）

講師調整中

G405-01 10:30~11:30

千葉興業銀行
人事部 人材開発室
上席調査役 加藤陽介

B7 ( 1 ) -02 11:40~12:40
AIが変える、次世代ナレッジ・マネジメント

第三営業本部 営業推進部門
担当部長
吉岡克哉 NTTコミュニケーションズ

みずほ銀行 コーポレート・インスティテューショナル業務部
大企業営業推進チーム 調査役 浜崎靖丈
ウイングアーク１ｓｔ営業・カスタマーサクセス本部
インダストリー企画営業統括部
金融企画営業部 部長 吉山潔 ウイングアーク1st

デジタル時代のオペレーション改
革 ～サステナビリティと全体最適
の追求～

FS-Solution
DIRECTOR 秋澤博文
SENIOR MANAGER
坂田敦
竹田信弘
KPMGコンサルティング

【第一部】14:30-15:20
金融業界におけるデジタライゼイションを
支援するSansanビジネスプラットフォーム
三井住友銀行 システム統括部
部長代理 水村広秋
Sansan 金融営業部 部長 後藤直之
【第2部】15:45-16:15
デジタルディスラプターのプラットフォー
ム戦略 ～金融機関のデジタルトランス
フォーメーションの目的～
Sansan デジタル統括室室長/CDOクラブ
事務局マネジャー 柿崎充
Sansan

スマートフォンを活用した１次情報
が切り拓く持続的な地方創生とビ
ジネスの両立
代表取締役
中山竜

N.ジェン

13 :00

ONLY

ソフトバンクとトレジャーデータ協
業で実現する、金融業界のデータ
マーケティング事例

ソフトバンク
法人事業統括 法人プロダクト＆事業戦略本部
デジタルマーケティング事業統括部
統括部長 藤平大輔
トレジャーデータ
マーケティングディレクター
ソフトバンク
堀内健后

B7 ( 2 ) -03 13:35~14:35

ONLY

PC作業自動化を推進するRPA導
入の成功・失敗を分けるポイント
CS部
八角心平

G405-03 13:30~14:30
事業戦略と決算書の読み方をカ
ラダで覚える社長塾（エフアンド
エムビジネススクール）
取締役
原田博実

B7 ( 1 ) -04 15:00~16:00

【東京スター銀行様ご登壇】
チャットプラットフォームの活用による、
金融業界でのコミュニケーション変革
東京スター銀行
個人金融部門 チャネル統括本部
コミュニケーションセンター
センター長 宮田隆弘
アルファコム
アルファコム
執行役員 垣内隆志

G405-04 15:00~16:00
B7 ( 2 ) -04 15:15~16:15

ONLY

セブン銀行のATMビジネスの
変革への挑戦
執行役員
深澤孝治

10
14 :00

エフアンドエム

日本システム開発

B5 ( 2 ) -22 14:30~16:15
[三井住友銀行様 ご登壇]
金融業界におけるデジタライゼイ
ションを支援するSansanビジネ
スプラットフォーム

12 :00

G405-02 12:00~13:00

ONLY

24

日（ 木 ）

Sansan

ONLY

月

Sansan
シニアアドバイザー
滋賀銀行
社外取締役 安井肇

B7 ( 2 ) -02 11:55~12:55

セミナー紹介

金融機関のDXの歴史と展望

ONLY

みずほ銀行における、営業部門の
業務効率化とその先を見据えた
取り組み

B7 ( 1 ) -03 13:20~14:20
B5 ( 2 ) -21 13:30~14:10

11 :00

日本マンパワー

NTTコミュニケーションズ

ONLY

ONLY

グッドキャリア企業アワード受賞
千葉興業銀行の取組事例から学ぶ
社員のキャリア自律支援について

アプリケーション＆コンテンツサービス部
アプリケーションサービス部門 担当課長 小林豊

B5 ( 2 ) -13 11:55~12:30

Time
10 :00

プライバシー保護とデータ利活用
ONLY
の共存を実現する
B7 ( 2 ) -01 10:15~11:15
Data Centric Banking
【常陽銀行】の事例に学ぶ
最高営業責任者
データ活用
宮上大造
～アフターデジタル時代の地銀
マーケティング最前線！
マネーツリー

B5 ( 2 ) -12 11:00~11:35

人事・研修セミナー〈定員 各30名〉

各150名〉

15 :00

【銀行関係者必見】
パワポから1万本自社作成！
3Dアバター付の教育/営業動画で
効率化
代表取締役社長
加山緑郎

4COLORS

16 :00

セブン銀行

G405-05 16:30~17:30
B7 ( 1 ) -05 16:40~17:40

ONLY

カスタマーエクスペリエンスを追
求したデジタル化戦略

法人事業統括
クラウドエンジニアリング本部
本部長 石田誠司
テクノロジーユニット モバイル技術統括
アプリケーション技術本部 ソリューション開発部
部長 新居久朋

ソフトバンク

B7 ( 2 ) -05 16:55~17:55

ONLY

セブン銀行口座での不正対策の
取組みと、経験を踏まえた共通プ
ラットフォームの構築へ
戦略事業部
副参事 安田貴紀

ONLY

金融業界で求められる人財戦略
― 三菱UFJ銀行も活用している
HCMとその成果

17 :00

ワークデイ

セブン銀行
18 :00

15

セミナー
紹介
10月

25日金

ホールE

FITセミナー〈定員

E1 会場

Time

11 :00

三菱UFJ国際投信
お客さまサポート部担当兼金融法人営業第一部長
執行役員 関原俊博
ブイキューブ
営業本部 金融ソリューショングループ
ブイキューブ
富山信義

E2 - 06

紀陽銀行 事務システム部 副部長 中嶋崇裕
大分銀行 事務統括部
事務企画グループ 推進役 甲斐健文
システム企画グループ 推進役 那波浩幸

セミナー紹介

エントラストジャパン

注意

E2-07

E1-08

月
日（ 金 ）

セミナーボードに、満席表示
がなく、当日、席に余裕があ
る場合は、セミナー会場で
当日受講の受付をいたしま
す。お名 刺をご用 意くださ
い。

13:10~14:10

日本マイクロソフト

E3-32

11:00~12:30

ONLY

MS・インフキュリオン共同開催：
キャッシュレスから始まる金融機
関の未来像とアプローチ

12:00~13:00

東京オリンピック後の
首都圏不動産市場

日本マイクロソフト

新事業開発部
主任研究員 兼 新事業開発部長
藤井和之

ONLY

取締役
栗原崇
14 :00

E2-08

13:30~14:30

ONLY

高齢社会における資産形成と管
理のスマホアプリと金融機関コ
ンサルシステムとの融合
ローレルバンクマシン

代表取締役社長
北山雅一

E3-41

13:30~14:30

ONLY

FATF審査も踏まえたAML・リス
ク管理態勢についてのチェック
ポイント

森・濱田松本法律事務所
パートナー 堀天子

キャピタル・アセット・プランニング

E1-09

15 :00

※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。

総合受付や各セミナー会場
のセミナーボードに、満席表
示のあるセミナーは、事前登
録で満席のため、当日受講
は、お断りさせていただきま
す。

ソリューション スペシャリスト
今野拓哉

タス

デジタルネイティブが考える
未来の金融サービス

ONLY

ONLY

インフキュリオン・グループ
代表取締役/Fintech協会代表理事会長
丸山弘毅
日本マイクロソフト
エンタープライズ コマーシャル事業本部
金融インダストリーマネージャー
笠原淳子

ONLY

ユーザ認証の潮流と便利な未来
～金融機関での活用例

13 :00

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。おご了
承下さい。

ONLY

【紀陽銀行様・大分銀行様】
「ＢａｎｋＮｅｏ預り管理」地方
銀行様での導入事例

シニアテクニカルセールスコンサルタント
CISSP・CISA・CISM
佐藤公理

受講無料

※内容・講師などは予告なく変更
する場合があります。

14:40~15:40

SBI生命保険
IT部、お客様サービス部、団体保険部担当執行役員
SBIインシュアランスグループ 執行役員CTO 池山徹
シンプレクス 金融フロンティアディビジョン
プリンシパル 鏡義弘
ミック
ミック 代表取締役 細川謙三

16:10~17:10

15:00~16:00

ONLY

地域金融機関の「海外送金業務」
：
タブレット端末を活用し効率化
を実現

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
CRM ＆ビジネスデベロップメント
シニアマネージャー 林裕
日本ユニシス 上席スペシャリスト 吉田将到

富山第一銀行
取締役 デジタルイノベーション室長 兼
ダイレクトバンキング部長
長谷聡

凸版印刷

E3-42

14:55~15:25

ONLY

ＡＰ
Ｉを活用したオールインワンアプリにお
けるＤＮＰとの新たな取り組み
紀陽銀行 営業戦略部 営業企画担当
副長 上野祐嗣

E3-43

大日本印刷

15:50~16:30

ONLY

キャッシュレス決済の最新動向と
DNPの取り組み

ONLY

変革期を勝ち抜く
富山第一銀行にみるデジタル戦略
の先行事例

17 :00

E2-09

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

16 :00

E1-10

大日本印刷

ONLY

マイクロサービスの活用で、金融
機関向け「超高速開発」モデルの
導入のための処方箋

※セミナーの空き状況につきま
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。受講可能セミナーをお
尋ね下さい。

16

10:30~11:30

日本システム技術

11:40~12:40

10:00~10:40

Microsoftが語る金融機関様のデジタ
ルトランスフォーメーション実践例

10:10~11:10

【三菱UFJ国際投信様】販社様向
けデジタルサポートの現在地と
5G時代を見据えた未来地図

各会場とも

！

E3 会場
E3-31

E1 - 06

12 :00

25

E2 会場

10 :00

E1-07

10

ホー

FIT特別セミナ

各80名〉

情報イノベーション事業部 C&Iセンター
マーケティング・決済プラットフォーム本部

大日本印刷

E2-10

16:30~17:30

ONLY

未来を見据えた金融店舗づくり
―ロビーは商談スペースへ、
人と人との対話が生まれる店舗
営業企画ユニット
ユニット長 的野泰浩

秀光

E3-44

17:00~17:50

ONLY

次世代BANK構想「金融サービス
革命で地域を幸せに」

ココペリ
代表取締役CEO
近藤繁

日本ユニシス
18 :00

※情報は10月4日現在のものです。 ※敬称略

ルE

ー〈定員

ガラス棟

G棟FITセミナー〈定員

各80名〉

E4 会場

G402 会場

各78名〉

G409 会場

G502 会場

Time
10 :00

G402 - 06 10:10~11:10
E4-31

10:30~12:00

ONLY

地域金融機関及び
協同組織金融機関のための
ソリューション営業のすすめ方
地域金融ソリューションセンター
代表 竹内心作

ONLY

【西日本シティ銀行】
銀行業務のデジタル化による
生産性向上の取り組み事例
西日本シティ銀行
総合企画部 業務革新室 井本英樹
ディサークル
パートナービジネス営業部

ディサークル

G502-06 10:30~11:30

G409-06 10:30~11:30
Customer360°
基盤構築におけ
る顧客名寄せの最適化
アクサ生命保険
ITデリバリー本部
マーケティング データ＆アナリティクス
データイノベーション
プロダクトマネージャー
加地正和

ONLY

【元国税庁袖山税理士に聞く！】
伝票・諸届等の電子化実務
SKJ総合税理士事務所
所長 税理士
袖山喜久造

11 :00

コクヨ

アグレックス

G402-07 11:40~12:40
ジンテック

ONLY

【常陽銀行様ご講演】
タブレット端末を活用した店頭にお
ける諸届等複雑事務の課題解決
常陽銀行
経営企画部 業務革新室
参事役 金丸愼

ONLY

G502-07 12:00~13:00

横浜銀行
営業戦略部 ダイレクトチャネル企画グループ
調査役 梶ヶ谷 愛子

代表取締役社長 荒川勝也
大樹生命保険
講師調整中

13:30~14:05

ONLY

E4-42

14:25~15:00

システム事業本部 AI推進部長
間々田隆介
日本アイ・ビー・エム

E4-43

15:20~15:55

ONLY

情報銀行が牽引する、日本型APIエコノミーの進化

クラウド＆コグニティブ・ソフトウェア事業本部
エグゼクティブ・アーキテクト
早川ゆき
日本アイ・ビー・エム

E4-44

16:15~16:50

ONLY

【横浜銀行様ご登壇】
手書きAI OCRシステムを活用し
た事務の効率化
横浜銀行 事務サービス部 事務企画グループ
グループ長 石黒友明／副調査役 清水沙弥香
キヤノンマーケティングジャパン MA事業部
デジタルビジネス推進本部 金融SS統括部
沼崎達也

キヤノンマーケティングジャパン

G409-08 13:30~14:30

ONLY

～事例から学ぶ～ 事務処理時間50％削減に
貢献するIBM次世代営業店ソリューション

グローバル・ビジネス・サービス事業本部
金融インダストリーソリューション
日本アイ・ビー・エム
担当部長 田口貴敏

ONLY

５Gを利用したFinTechのための
次世代セキュリティーについて
（海外事例紹介）

Infoblox

G402-09 14:40~15:40

G502-08 13:30~14:30

ONLY

「金融機関の営業改革」
について
〜トヨタ生産方式による
営業部門の生産性向上方法〜
代表取締役
高原祐介

インターナショナルビジネス
シニアヴァイスプレジデント
スリーマン シェリーフ

ONLY

グローバル金融事例に見る、
AIモデル開発プラットフォーム最新動向

13 :00

10
14 :00

エクスプローラーコンサルティング

25

日（ 金 ）

グローバル・ビジネス・サービス事業本部 金融サービス事業部
Digital Reinvention Consulting Lead 酒井大輔
日本アイ・ビー・エム

Kofax Japan

月

E4-41

銀行デジタル・トランスフォーメーションの潮流

12 :00

横浜銀行様ご登壇！
（仮）大樹生命保険におけるKofax
「RemoteOperator」導入による
RPA活用事例とKofax IAのご紹介
「顧客体験の創造」と効果拡大への工夫 Kofax Japan

インターコム

G402-08 13:10~14:10

ONLY

セミナー紹介

スカイコム

G409-07 12:00~13:00

ONLY

高まる量子コンピュータへの期待
～東芝の最新技術と金融への応用～

東芝 研究開発センター
コンピュータ＆ネットワークシステムラボラトリー
主任研究員 辰村光介
フロンティアリサーチラボラトリー 主任研究員 後藤隼人
東芝デジタルソリューションズ 新規事業開発室
参事 岩崎元一

東芝デジタルソリューションズ

G402-10 16:10~17:10

G409-09 15:00~16:00

ONLY

ふくおかフィナンシャルグループ
がダイナトレックで実現する営業
マネジメントシステム

ふくおかフィナンシャルグループ
営業統括部
部長 山中満夫
営業統括グループ
主任調査役 壇明宏
ダイナトレック

G502-09 15:00~16:00

ONLY

15 :00

営業力強化ソリューション
「Sales Innovator」
ご紹介
NECソリューションイノベータ
九州支社・第三ソリューション事業部
プロフェッショナル
若杉徹

インフォマティクス

16 :00

ONLY

感情認識AIを活用した新たな顧客
接点強化！
～
「心sensor」
で感情を解析～
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

シーエーシー

G409-10 16:30~17:30

ONLY

G502-10 16:30~17:30

ONLY

未来の資金繰りが一目で分かる！ 【銀行・保険・証券事例】
～AI資金繰り予想システムを活用 Webサイトで収益を上げる！金融
した取引先支援～
ならではの改善ポイントとは
代表取締役
古尾谷未央

代表取締役
深田浩嗣

竹橋経営コンサルティング

17 :00

Sprocket

18 :00

17

セミナー
紹介
10月

25日金

ガラス棟

G棟FITセミナー〈定員

Time

G510 会場

11 :00

代表取締役
古賀剛
営業部
シニアセールスマネージャー 日向賢一

ベリントシステムズジャパン

セミナー紹介

月
日（ 金 ）

25

代表取締役社長
松橋隆広
地方創生推進室
室長 浅野有史

受講無料
注意

ヒューレックス

G510-08 13:10~14:10

14 :00

G610-07 12:00~13:00

ONLY

グローバル決済市場の最新動向と
事業者向けコールドウォレットに
おけるHSMの活用例

北陸銀行
コンサルティング営業部 第2グループ(BMチーム)
副部長 吉村茂樹
先任推進役 野崎栄治
リンカーズ
リンカーズ
代表取締役社長 前田佳宏

G510-09 14:40~15:40
15 :00

◆静岡銀行における非対面チャネルの活用と顧客接点改革
ーWeb完結のラップ口座開設を通じた新しいしくみづくり
静岡銀行 インターネット支店 推進役 米須祐貴
ダイレクトチャネル営業部 ダイレクトチャネル営業企画グループ
推進役 飯田彩乃
◆オルタナティブレンディングの潮流と
三井住友カード様でのCloud Lendingの活用事例
富士通 第一システム事業本部 デジタルビジネス事業部
シニアエキスパート 松谷吉隆
◆山梨中央銀行におけるSalesforce活用
ーSalesforceを活用した、自行での仕組みづくりの進め方
山梨中央銀行 システム統括部システム企画課 副長 㓛刀英之
システム統括部システム開発課 主任 鈴木真由美

セールスフォース・ドットコム

タレスジャパン
クラウドプロテクション & ライセンシング
シニア テクニカル スペシャリスト 畑瀬宏一
フレセッツ
代表取締役 日向理彦

G610-08 13:30~14:30

ONLY

PoCだけで終わらせない！世界で
培ったメソドロジーとソリューショ
ンでDXを実現

ＦＦＰＴソフトウェアジャパン
最高デジタル責任者トランドクトリ クァン
Aware, Inc.
VP, Marketing & Product Benini David

ONLY

リコーグループの知見を活用した
独自のAI開発による小口リース取
引審査業務の改善

リコーリース
BPT本部 デジタル革新部
企画課 ２グループ
グループリーダー 生野太基

リコージャパン

G610-09 15:00~16:00
第一フロンティア生命の選択
～マルチプラットフォーム／マル
チブラウザ時代の対応 ～
最高執行責任者
（COO）
永井一美

日本ネクサウェブ

16 :00

G510-10 16:10~17:10

ONLY

【2020年教育改革】
新規マーケットへの参入
～プログラミング教育の可能性～

17 :00

◆じぶん銀行におけるオールクラウド型コールセンター構築
プロジェクト 〜お客さま一人ひとりに最も身近な銀行として
さらなる成長をめざす（仮）
SCSK
全社営業統括部門 金融営業統括本部 第一部 深尾尊

ONLY

ミスターフュージョン
代表取締役
石嶋洋平

宣研ロジエ

G610-10 16:30~17:30

18 :00

※情報は10月4日現在のものです。 ※敬称略

B5 ( 1 ) -41 13:30~17:30

ONLY

【メットライフ生命様ご登壇】
デジタル時代をどう生きる？
～金融機関のあり方を考える～
1.ご挨拶
営業本部 金融サービス部
ディレクター 徳和雄
2.ゼネラルセッション
デジタル時代における金融機関が
今取り組むべきこと
CTIO デジタルエバンジェリスト
星野友彦
3.セッション
①ロボ展開のスピードアップを実現した
開発内製化促進の取り組み事例
メットライフ生命保険
デジタル・オートメーション・グループ
ディレクター 越川剛臣
②ここまで進んでる！
金融業界のオートメーション事例
ビジネスデベロップメント
プロセス改善コーチ 松野克彦
③WX(ワークプレース体験)が
ビジネスの成功をドライブする
～金融ワーカーの体験向上が
可能にするビジネスバリュー～
ワークプレイスエクスペリエンスリード
庄昌子

ONLY

コミュニケーション型ＡＩに関する
有効な活用事例の紹介とそのポイ
ントの解説
代表取締役社長
竹内清明

タケロボ

※セミナーの空き状況につきま
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。受講可能セミナーをお
尋ね下さい。
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琉球銀行
人事部 人事部付部長 久田友彦
総合企画部 調査役 城間宏史

FPTジャパンホールディングス

※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。

セミナーボードに、満席表示
がなく、当日、席に余裕があ
る場合は、セミナー会場で
当日受講の受付をいたしま
す。お名 刺をご用 意くださ
い。

【琉球銀行様ご講演】
高度な検索・アクセスをスマホで
実現、業務マニュアル活用事例

ゲスト講演（会社名50音順にて掲載。講演の順番とは異なります）
◆保険ショップにおける顧客体験のデジタル化
ーロボアド・ＡＰＩ
・ＡＩ－ＯＣＲを駆使した新しい保険販売モデル
アイリックコーポレーション
ソリューション事業部 エージェントソリューション部
部長 畔柳主税／部長代理 小林天馬

タレスジャパン

【北陸銀行】
ビジネスマッチングで
行員のマインド改革と手数料アッ
プに成功した実例

ONLY

総合受付や各セミナー会場
のセミナーボードに、満席表
示のあるセミナーは、事前登
録で満席のため、当日受講
は、お断りさせていただきま
す。

ONLY

ONLY

13 :00

※内容・講師などは予告なく変更
する場合があります。

G610-06 10:30~11:30

富士ゼロックス

地域金融機関必見！
50機関以上が採用する取引先支
援の手法を事例を交えてご紹介

ONLY

事例に見る金融機関におけるデジタルイノベ
ーション―新しいカタチで顧客とつながる

ONLY

不正抑止・顧客本位営業の確立へ
ー対面を含む全⾳声の⾃動コンプ
ライアンスチェック

各会場とも

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。おご了
承下さい。

B5（1） 会場
B5 ( 1 ) -31 10:00~12:30

G510-06 10:10~11:10

12 :00
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G610 会場

10 :00

G510-07 11:40~12:40

！

ホール

B5特別セミナ

各78名〉

アバナード

B5

ー〈定員

ホールB7

B7セミナー〈定員

各120名〉

B5（2） 会場

B7（1） 会場
B7 ( 1 ) -06 10:00~11:00

B5 ( 2 ) -31 10:20~11:05

ONLY

Let's start Experience
Design!
金融事業推進部
デジタル戦略推進部
課長代理 横山智恵

ガラス棟

B7（2） 会場

G405 会場

セールスディレクター
木村真二

Fenergo Japan

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

ONLY

契約実務のデジタル化を加速させ
る、SMBCグループと弁護士ドット
コムの挑戦
SMBCクラウドサイン
代表取締役社長 三嶋英城
取締役 平皓瑛

弁護士ドットコム

B5 ( 2 ) -32 11:30~12:15

G405-06 10:30~11:30

講師調整中

日本初！
地域×プロスポーツ×人財育成
浜松いわた信用金庫様
アスリート研修の紹介

11 :00

浜松いわた信用金庫
人事部 人財開発課 髙林良昌
Criacao
岡本達也
日本マンパワー

NTTデータ

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

ONLY

ライフネット生命の実践事例に学
ぶデジタル戦略と自走できる組織
の作り方

DX時代に必要な金融ITサービス
の品質とは！品質保証の専門家が
導き出した現実解
ビジネストランスフォーメーション事業本部
副本部長 兼 品質・技術統轄部 統轄部長
執行役員 細田俊明

B5 ( 2 ) -41 13:15~14:00

ONLY

位置情報活用セミナー
～アナログ情報とデジタル情報を
繋ぎ地域活性化を実現～
代表取締役
中山竜

NTTデータ

13 :00

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

【大和総研】Nutaixで実現！
大規模VDI基盤の効率的な更改

ニュータニックス・ジャパン
シニアシステムズエンジニア 加戸隆行
大和総研ホールディングス
大和総研 大和総研ビジネス・イノベーション
業務管理本部 業務部
副部長 塚本佳邦

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

ONLY

PC作業自動化を推進するRPA導
入の成功・失敗を分けるポイント
CS部
八角心平

G405-08 13:30~14:30

公共金融ビジネス推進統括部
公共商品事業推進部
藤田和重

ニュータニックス・ジャパン

10
14 :00

富士通マーケティング

日本システム開発

ONLY

ONLY

セキュリティ人材育成研修
～CSIRTの必然・サイバーセキュ
リティ対策～

25

日（ 金 ）

第二金融事業本部 ビジネス企画室
課長 河原美和子

N.ジェン

月

デジタル群雄割拠を生き抜く！
クラウド×APIで描くバンキングビ
ジネスの未来

12 :00

G405-07 12:00~13:00

セミナー紹介

ライフネット生命保険
営業本部 マーケティング部
マネージャー 奥康隆
UNCOVER TRUTH
COO 小畑陽一 UNCOVER TRUTH

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

SHIFT

B5 ( 2 ) -42 14:25~15:10

ONLY

ONLY

金融機関が目指すべき情報銀行と
は何か？
金融事業推進部
デジタル戦略推進部
部長 花谷昌弘

Time
10 :00

ONLY

「RegTech」
による規制対応と
業務効率化との推進
―海外事例―

NTTデータ

人事・研修セミナー〈定員 各30名〉

各150名〉

【ゆうちょ銀行様登壇】デジタルトランスフォー
メーションの現実解 ～現状と今後の展望
ゆうちょ銀行 経営企画部 グループリーダー 北野義人
NTTデータ 第一金融事業本部 郵政ビジネス事業部
企画開発統括部 デジタルビジネス推進担当
部長 青柳雄一
NTTデータ

B5 ( 2 ) -43 15:35~16:20

ONLY

デジタル時代の金融に求められる
顧客とのコミュニケーションとは

金融事業推進部
デジタル戦略推進部
課長 岩田宣宏

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

G405-09 15:00~16:00

ONLY

最新のAI技術が実現する！
業務効率化と“顧客の声”活用

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

ONLY

圧倒的な業務効率化の実現
マニュアルなしでシステムを使い
こなせるソリューション

営業部
部長 岩崎圭介

エーアイスクエア

代表
井無田仲

代表取締役社長
加山緑郎

4COLORS

ONLY

第四金融事業本部 e-ビジネス事業部
e-ビジネス商品企画営業担当
NTTデータ
課長 篠原伸彦

16 :00

テックタッチ

NTTデータ

2024年問題-INSネット ディジタ
ル通信モード終了 企業・自治体
向けEB/FBサービスのゆくえ

15 :00

【銀行関係者必見】
パワポから1万本自社作成！
3Dアバター付の教育/営業動画で
効率化

G405-10 16:30~17:30
B5 ( 2 ) -44 16:45~17:30

ONLY

B7 ( 1 ) -10 16:40~17:40

ONLY

モバイルの安全性向上へ
Office365・sansan・box連携で
実現する業務改善
金融・公共サービス本部
取締役 本部長
宮内謙

レコモット

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

ONLY

【みずほ銀行の研修で導入】
AIで模範行員の営業トーク分析！
若手の営業力アップに

コグニティ
事業推進部 MK課 課長 田中友理
みずほフィナンシャルグループ
デジタルイノベーション部
デジタライゼーション推進チーム
シニアデジタルストラテジスト
コグニティ
東志保

ONLY

金融業界で求められる人財戦略
― 三菱UFJ銀行も活用している
HCMとその成果

17 :00

ワークデイ

18 :00
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EA16

出展内容

〈出展社紹介〉

EAブロック
（株）インターコム

EA17

intercom

メガバンクで非対面チャネル強化に採用されている画面共有ソ
フト「RemoteOperator Enterprise」を出展いたします。遠隔
操作機能非搭載、アプリ不要など高いセキュリティや操作性で
金融業界で選ばれています。

【担当部署】営業推進部 広報宣伝グループ
【連 絡 先】〒110-8654 東京都台東区台東１丁目３−５反町ビル
【TEL】03-3839-6775
【URL】https://www.intercom.co.jp/

（株）
しんきん情報サービス
SHINKIN

INFORMATION

SERVICE

LTD.

営業店に持ち込まれる払込票のバーコードを利用して、窓口収
納業務の効率化と顧客サービスの向上を実現します。

（株）ユニテックス
UNITEX Corporation

ＥＡブロック

DVD-RW/RAM をはじめ各種媒体の口振および自振受入・返却
業務、LTO テープによる全銀 RC 伝送回線障害時バックアップ、
過去資産のメディア変換・アーカイブサービスなど、さまざま
な金融ソリューションをご紹介。

【担当部署】システムソリューション営業部 第一ソフトウェア開発部
【連 絡 先】〒252-0305 神奈川県相模原市南区豊町15-3ユニテックス第2ビル
【TEL】050-3386-1242
【E-mail】sales@unitex.co.jp
【URL】http://www.unitex.co.jp/

コクヨ（株）
KOKUYO Co.,Ltd.

金融機関様における文書管理に関して、業務効率向上と事務リ
スク低減を実現するためのペーパーレス化施策を、イメージ化・
集中化など文書の特性に応じてご提案します。

【担当部署】事業開発センター ドキュメントソリューション事業部
【連 絡 先】〒108-8710 東京都港区港南１−８−３５
【TEL】03-3474-7146
【E-mail】kokuyo_ims@kokuyo.com
【URL】https://www.kokuyo-st.co.jp/solution/ims/

デフィデ（株）
Defide inc.

Lyfe( ライフ ) は、金融機関のお客様へのプレミアムサービスと
して、資産の一元管理とお客様のライフイベントに応じた生涯
のお金の見える化と将来予測を提供する AI フィナンシャルアド
バイザリーサービスです。

【担当部署】コンサルティング部 営業企画部
【連 絡 先】〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-12-1 11F
【TEL】03-6551-2921
【E-mail】SalesRep@defide-ix.com
【URL】https://www.defide-ix.com/

20

AOBA

弊社では、長期的な会社の展望やオーナー経営者の想いを大切
にしながら、各分野の専門家（税務・会計・法務・労務など）
からのアドバイスを取り入れて事業承継を成功に導くためのサ
ポートをご提供しております。

EA17

マリッジパートナーズ（株）
MARRIAGE PARTNERS

事業承継対策のための「結婚相手紹介サービス」を提供してお
り、金融機関取引先の独身の経営者（個人事業主）もしくはその
後継者に全国約１１万人のデータベースから、理想のお相手を
探していきます。

【担当部署】東京サロン
【連 絡 先】〒103-0028 東京都中央区八重洲1-9-13八重洲ヤヨイビル5階
【TEL】03-6262-5272
【URL】https://www.mpartners.jp/

EA18

（株）セゾン情報システムズ
SAISON INFORMATION SYSTEMS CO.,LTD.

金融機関をはじめ世界 43ヵ国、9600 社（2019 年 3 月末現在）
のお客様に安全と安心をご提供しているファイル転送ミドル
ウェア「HULFT」の最新情報と、お客様課題の解決事例をご紹
介します。

【担当部署】HULFT事業部 マーケティング部
【連 絡 先】〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1赤坂インターシティAIR19F
【TEL】0120-80-8620
【URL】https://www.hulft.com/

EA19

出展内容

出展内容

EA15

事業承継推進機構（株）

【担当部署】本部
【連 絡 先】〒980-6117 宮城県仙台市青葉区中央1−3−1 アエル17階
【TEL】022-217-7840
【URL】https://aoba-east.jp/

出展内容

出展内容

EA14

Hurex

弊社は、創業以来、地域の中小企業に寄り添い、全国の地域金
融機関と連携して、中小企業の後継者候補や幹部人材、即戦力
や第二新卒などの正社員採用を一緒に支援することで、数多く
の成功事例を作り上げてきました。

EA17

出展内容

EA13

出展内容

ＦＩＴ２０１９

（出展社紹介）

【担当部署】決済関連事業部 決済ビジネス推進部
【連 絡 先】〒108-0075 東京都港区港南1-8-27日新ビル12階
【TEL】03-5462-3376
【問い合わせ】https://www.shinkin-sis.co.jp/inquiry/index/html
【URL】https://www.shinkin-sis.co.jp

ヒューレックス（株）

【担当部署】東京本社
【連 絡 先】〒103-0028 東京都中央区八重洲1-9-13八重洲ヤヨイビル5階
【TEL】03-6262-3262
【E-mail】asano@hurex.co.jp
【URL】https://www.hurex.jp/

出展内容

出展内容

EA12

DDS, Inc.

今こそ見直したい「情報漏えい・なりすまし防止」対策。会員
サービス向けに FIDO 認証基盤「マガタマプラットフォーム」、
企業内セキュリティ対策には多要素認証基盤「EVE シリーズ、
Themis」をご紹介。

【担当部署】営業本部 販売促進部 販売促進課
【連 絡 先】〒103-0028 東京都中央区八重洲1-8-5新槇町ビル別館 第二2F
【TEL】03-3272-7900
【URL】https://www.dds.co.jp/ja/

出展内容

出展内容

EA11

（株）ディー・ディー・エス

（株）東陽テクニカ
TOYO Corporation

金融サービスのデジタル化と迅速なリリースを強力に支援する
「最新のアプリケーション・セキュリティ対策」と「開発の効率
化・品質向上を実現する SaaS 型テスト自動化のソリューショ
ン」を紹介します。

【担当部署】ソフトウェア・ソリューション
【連 絡 先】〒103-8284 東京都中央区八重洲1-1-6
【TEL】03-3245-1248
【URL】https://www.toyo.co.jp/

（株）ケンプラス
KENPLUS Co., LTD.

磁気カードのトラブルは弊社にご相談ください。磁気カード検
査用の製品が充実。○７社標準磁気カード分析機「SV-3000」
○磁気検知カード「マグミエカ・プロ」○磁気テープ検査器「マ
グネットビューワー」

【担当部署】営業部
【連 絡 先】〒152-0013 東京都目黒区南1-9-12
【TEL】03-3725-3641
【URL】http://www.kenplus.co.jp/

アルピン（株）
ALUPIN Co., Ltd.

活用しきれていないサイネージを情報発信、来店促進につなげ
ませんか？サイネージのハード面からコンテンツ制作のソフト
面、使いやすさを重視した配信管理システムまで、トータルソ
リューションを提案いたします。

【担当部署】ソリューション事業部 営業部
【連 絡 先】〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-9-11
【TEL】03-3251-7071
【URL】http://alupin.co.jp/

（株）ネオジャパン
NEOJAPAN Inc.

働き方改革の即戦力となるツールとして、金融業界でも多数
の実績を持つ「グループウェア desknet's NEO」
、
「ビジネス
チャット ChatLuck」
、
「業務アプリ作成ツール AppSuite」をご
紹介。

Witswell Consulting & Solutions Inc.

【担当部署】営業企画部
【連 絡 先】〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4-8-13タカラビル
【TEL】03-5212-7123
【E-mail】info@witswell.co.jp
【URL】http://www.witswell.co.jp/

（株）パスコ

PASCO CORPORATION

都市銀行・地方銀行・信用金庫・証券会社など多くのユーザ様
にご利用いただいているパスコ金融機関向けソリューションを
展示いたします。・営業支援地図システム・エリアマーケティ
ングシステム・災害リスク情報サービス

【担当部署】システム事業部 事業推進部
【連 絡 先】〒153-0043 東京都目黒区東山１-１-２ 東山ビル ８F
【TEL】03-3715-1880
【URL】https://www.pasco.co.jp

（株）登記簿図書館
toukibotosyokan

日本で唯一、登記情報が名前で検索出来る「登記簿図書館」のご
案内・この人、この会社 何処に不動産を所有しているかが判
る・この人、どこの会社の役員になっているかが判る。
初期費用、月額固定費用無料。

【担当部署】登記情報部
【連 絡 先】〒144-0052 東京都大田区蒲田4-22-2情報通信ネットワーク本社ビル
【TEL】0120-490-894
【URL】http://www.jouhou.co.jp/

EA29

NTTテクノクロス（株）
NTT TechnoCross Corporation

金融のお客様と 20 年、
■金融業界で豊富な導入実績 AI 活用のコールセンタソリューション
■銀行 APIを容易に活用 銀行 API 接続ソフトウェア
など、金融ビジネスを支える製品を展示します。

【担当部署】エンタープライズ事業部 第1ビジネスユニット
【連 絡 先】〒108-8202 東京都港区芝浦3-4-1グランパークタワー 15階
【TEL】03-5860-2949
【URL】https://www.ntt-tx.co.jp/

EA30

ブラザー販売（株）
BROTHER SALES, LTD.

弊社ブースでは、渉外支援システムとの連携で営業品質を高め
るモバイルプリンターと、小型の A4 モノクロレーザープリン
ターやスキャナーをご提案します。

【担当部署】ビジネスソリューション事業部 ソリューション推進部 プレセールスG
【連 絡 先】〒104-0031 東京都中央区京橋３−３−８ 5F
【TEL】03-3274-7607
【E-mail】nozomi.nishihara@brother.co.jp
【URL】https://www.brother.co.jp/product/biz/business-navi/industry/financial/index.aspx

EA31

出展内容

出展内容

EA25

OSAWA OFFICE CO.,LTD

不動産担保評価や資産調査等に付随する一連の業務をシステム
化するだけでなく、取得した登記情報のデータをフル活用し、
アウトプットすることはもちろん、営業戦略への攻めの業務を
サポートします。

【担当部署】経営企画部
【連 絡 先】〒602-0862 京都府京都市上京区河原町通丸太町上る出水町252番地
			
大澤事務所ビル
【TEL】075-212-6901
【URL】http://osawajimusyo.net/registration

出展内容

出展内容

EA24

大澤事務所（株）

ＥＡブロック

ソフトウェア・画像処理・材料の技術による電子署名、署名の
認証・照合や、押印を電子化する Signet scanner（印面読取
装置）、電子署名専用タブレットなど、窓口業務を I Ｔ化する製
品群を展示します。

EA28

ＦＩＴ２０１９

ウィッツェル（株）

MIC Co.,Ltd

ミックでは、以下のソリューションをご案内します。
1)．保険会社で「超高速開発」を実現できたスキーム
2)．帳票・パンフ等ドキュメント管理システム
3)．募集文書等表記ルール検索・校閲ソリューション

【担当部署】総務部 経理課
【連 絡 先】〒113-0033 東京都文京区本郷3-39-17KOGAビル2F
【TEL】03-3815-4837
【E-mail】info@mail.mic-dtp.co.jp
【URL】https://mic-dtp.info/

出展内容

出展内容

EA23

（株）
ミック

（出展社紹介）

【担当部署】マーケティング統括部
【連 絡 先】〒220-8110 神奈川県横浜市西区みなとならい2-2-1横浜ランドマークタワー10階
【TEL】045-640-5920
【E-mail】seminar@desknets.com
【URL】https://www.desknets.com/

Primagest,Inc

金融業界『働き方改革』推進に向けた最新 BPR ／ BPO、マネ
ロン対策に向けたソリューションのご紹介。高速スキャナ、
BPM 等に加え、AI や RPA 等最新テクノロジーを活用した省力
化について展示します。

EA27

出展内容

出展内容

EA22

（株）プリマジェスト

【担当部署】ソリューションビジネス本部
【連 絡 先】〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア東館 12F
【TEL】044-578-5122
【E-mail】fit@primagest.co.jp
【URL】https://www.primagest.co.jp/

出展内容

出展内容

EA21

EA26

出展内容

出展内容

EA20

（株）クローバー・ネットワーク・コム
Clover Network Com Co.,Ltd.

非対面申込が拡大する中でオンラインで完結する本人確認の支
援をするソリューションや不正申込等を未然に発見する各種
サービス、本人確認書類の再提出を削減し事務の効率化を実現
するサービスをご紹介いたします。

【担当部署】営業本部営業二部
【連 絡 先】〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-21山脇ビル９F
【TEL】03-5212-8686
【URL】https://www.clovernetwork.co.jp/
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（株）キャピタル・アセット・プランニング
Capital Asset Planning,Inc.

顧客接点にイノベーションをもたらす個人資産管理ソリュー
ションを展示します。
・自然言語処理の活用・スマホライフプランアプリ「Life Sweet」
・対面コンサルティングソリューション「Life Bridge」 等。

【担当部署】システムソリューション事業本部 マーケティング担当
【連 絡 先】〒108-0075 東京都港区港南1丁目2番70号
			
品川シーズンテラス 27F
【TEL】03-6433-9150
【URL】https://www.cap-net.co.jp/

日本ユニシス（株）
Nihon Unisys, Ltd.

【担当部署】ビジネスイノベーション推進部 戦略企画センター
【連 絡 先】〒135-8560 東京都江東区豊洲1-1-1
【TEL】050-3132-7094
【E-mail】fit-box@ml.unisys.co.jp
【URL】https://www.unisys.co.jp/

大日本印刷（株）

Dai Nippon Printing Co., Ltd.

デジタルテクノロジーが進化し続け、金融機関には規制への対
応や、安全で利便性の高いサービスが求められています。DNP
は、高セキュリティの本人認証を起点として、情報を結びつけ、
最適なマーケティングを実現いたします。

日本データカード（株）／エントラストジャパン（株）
Datacard Japan Ltd. ／ Entrust Japan Co., Ltd

ＥＡブロック

金 融 市 場 に 対 す る カ ー ド 発 行 の 最 新 動 向、nCipher の
HSM( ハードウェアセキュリティモジュール )、利便性を下げる
強固なユーザ認証、金融機関が直面する認証技術・基盤の課題、
活用例をご紹介します。

【担当部署】マーケティング
【連 絡 先】〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-3 日精ビル 9階
【TEL】03-6744-9900
【URL】https://www.datacard.co.jp/

エメラダ（株）
Emerada Co., Ltd.

当日はエメラダ・マーケットプレイスのデモ画面をご覧になれ
ます。企業様には法人版家計簿アプリとして、金融機関様には
営業推進ツールとして好評いただいております。既に複数の金
融機関様での導入実績があります。

【担当部署】広報
【連 絡 先】〒107-0062 東京都港区南青山1-12-3LIFORK MINAMIAOYAMA 南棟S108
【TEL】03-6256-8266
【E-mail】media@emeradaco.com
【URL】https://www.emerada.co.jp/

バリューテクノロジー（株）
Value Technology,ltd.

FineReport は、帳票、分析ダッシュボード、データ入力、モ
バイル対応などの様々な入出力機能をオールインワンに集結し
たデータ活用ツールです。

【担当部署】営業
【連 絡 先】〒101-0021 東京都千代田区外神田5-1-5曙ビル4F
【URL】http://www.value-ict.co.jp/jp/
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Ｑｕａｄｉｅｎｔ
Quadient

「Hybrid CX『ハイブリッド・カスタマーエクスペリエンス』」
と「デジタルオンリー」の違いについて、顧客コミュニケーショ
ン管理のリーダーとして世界的な評価を受ける製品のデモを通
してご紹介します。

【担当部署】日本事務所
【連 絡 先】〒107-6218 東京都港区赤坂9-7-1ミッドタウン・タワー18階
【TEL】03-4590-7821
【URL】www.quadient.com

EA41

（株）だいこう証券ビジネス
DSB Co., Ltd.

東京大学松尾研究室との共同研究により実現した金融商品市場
監視 AI『AIFIX』をはじめとする、最新のデジタル技術を活用し
たソリューションをご紹介いたします。

【担当部署】営業企画部
【連 絡 先】〒135-0052 東京都江東区潮見二丁目9番15号DSBグループ潮見ビル
【TEL】03-5665-3536
【E-mail】i-tamura@daiko-sb.co.jp
【URL】https://www.daiko-sb.co.jp/

EA42

（株）ダイナトレック
DynaTrek, Inc.

仮想データ統合検索ツール DynaTrek は預貸金や預かり資産、
渉外活動の状況などの情報を即座に統合、計数・活動情報のト
レンドを可視化します。経営分析の高度化、営業活動の効率化
に役立てることが可能です。

【担当部署】経営企画部
【連 絡 先】〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-1帝国ホテルタワー
【TEL】03-3539-1561
【E-mail】sales@dynatrek.co.jp
【URL】http://www.dynatrek.co.jp

EA43

出展内容

出展内容

EA37

EA40

出展内容

出展内容

EA36

Western Union Business Solutions Japan KK.

【担当部署】マーケティング部
【連 絡 先】〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-1-5メトロシティ神谷町4F
【TEL】03-6430-5927
【E-mail】shintaro.homma@wu.com
【URL】https://business.westernunion.com/ja-jp/

出展内容

EA35

出展内容

ＦＩＴ２０１９

（出展社紹介）

【担当部署】情報イノベーション事業部
【連 絡 先】〒162-8001 東京都新宿区市谷加賀町1-1-1
【TEL】03-3266-2111
【URL】https://www.dnp.co.jp/

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（株）

日本ユニシスと共同で開発、金融機関営業店での外国送金受
付時間を大幅に短縮する「タブレット外国送金受付サービス
SurFIN TM」と、海外送金業務を効率化する「国際資金決済ソ
リューション GPFI」。

出展内容

出展内容

EA34

一室

Rozetta Corp.

導入実績 3,000 社のＡＩ自動翻訳『T-4OO』で業務効率化。金
融・会計・財務・法務などの専門文書をプロ翻訳者レベルの超
高精度で翻訳します。ブースでは、実際の翻訳精度をご確認頂
けます。

EA39

日本ユニシスブースでは、半世紀にわたる実績で得たノウハウ
や豊富な実績をもとに、金融機関様をご支援する４つのサービ
スを紹介いたします。セミナーは「次世代 BANK 構想」をテー
マに実施いたします。

（株）ロゼッタ

【担当部署】MT事業部
【連 絡 先】〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3丁目7番1号ニュー九段ビル
【TEL】03-6880-1510
【E-mail】jukkouz@rozetta.jp
【URL】https://www.jukkou.com

出展内容

出展内容

EA33

EA38

出展内容

出展内容

EA32

（株）オートマティゴ
aǔtomatigo Inc.

住所クレンジングの自動コード化システム「ＫＡＣＥＴシステ
ム」及び、ローコード開発プラットフォーム「OutSystems」を
出展致します。

【担当部署】ソリューションビジネス部
【連 絡 先】〒135-0016 東京都江東区東陽2−4−38東陽町H.C.Sビル
【TEL】03-5690-9430
【URL】https://www.automatigo.co.jp/

ディサークル（株）
D-CIRCLE inc.

銀行業務の生産性向上を支援する POWER EGG。これまでの
FIT セミナーにて講演頂いた金融機関様の生産性向上取組事例
や導入効果、製品デモを中心にご紹介いたします。

【担当部署】パートナービジネス営業部 営業支援グループ
【連 絡 先】〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-36-1住友不動産千代田ファーストウイング 2F
【TEL】03-3514-6060
【E-mail】ry.hayashi@d-circle.com
【URL】https://poweregg.d-circle.com

三谷産業（株）

MITANI SANGYO Co., Ltd.

銀行業務の生産性向上を支援する POWER EGG。これまでの
FIT セミナーにて講演頂いた金融機関様の生産性向上取組事例
や導入効果、製品デモを中心にご紹介いたします。

【担当部署】ICTソリューション事業部
【連 絡 先】〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-36-1住友不動産千代田ファーストウイング 5F
【TEL】03-3514-6010
【E-mail】ry.hayashi@mitani.co.jp
【URL】https://www.mitani.co.jp/

日本金銭機械（株）
Japan Cash Machine Co., Ltd.

当社は国内外の様々な分野の現金処理をサポートする会社で
す。今回は自動外貨両替機及び外貨両替機の運用トータルサー
ビス、また多通貨紙幣鑑別機を展示いたします。

ＴＯＫＹＯ ＫＡＮＴＥＩ ＣＯ .,LTD.

【担当部署】金融事業本部 金融営業部
【連 絡 先】〒141-0021 東京都品川区上大崎2-24-15目黒西口ビル1階
【TEL】03-5719-2312
【URL】https://www.kantei.ne.jp

（株）インフォマティクス
Informatix Incorporated

・タブレット対応営業支援地図ソリューション
・金融機関向けエリア戦略地図ソリューション
・登記簿情報データベース連携地図ソリューション
・不動産ビジネスマッチング地図ソリューション

【担当部署】営業部
【連 絡 先】〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町1310ミューザ川崎セントラルタワー27F
【TEL】044-520-0850
【E-mail】info@informatix.co.jp
【URL】http://www.informatix.co.jp

（株）ワコム
Wacom Co., Ltd.

ワコムブースでは電子サインの必須デバイス、液晶ペンタブ
レットの最新機種を展示します。サインを電子化することで従
来の紙の申込用紙の保管場所や申し込み事務に要していた時間
を削減することも可能になります。

【担当部署】BSマーケティング
【連 絡 先】〒160-6131 東京都新宿区西新宿8-17-1住友不動産新宿グランドタワー31F
【TEL】03-5337-6706
【E-mail】vm-info@wacom.co.jp
【URL】https://tablet.wacom.co.jp/business/

（株）ホームズ
HOMES CO.,LTD.

『働き方改革』をどう実現するかでお困りの方必見。ＡＩによる
登記情報の自動解析、ＤＢ化技術に特化したソリューションに
より、業務コスト 70％削減を実現した導入事例をご紹介しま
す。

【担当部署】金融ソリューション営業部
【連 絡 先】〒113-0021 東京都文京区本駒込6-25-6イトービル駒込7F
【TEL】03-5319-2831
【E-mail】info@homes-sys.co.jp
【URL】https://www.homes-sys.co.jp

EA51

（株）
Ｊストリーム
J-Stream Inc.

Ｊストリームのブースでは「行員・社員・販社向けの教育・研修・
情報共有」
「金融商品・サービス紹介やセミナー」
「顧客への金融
情報・知識提供」など金融機関様に最適な動画活用事例やサー
ビスをご紹介いたします。

【担当部署】営業本部 カスタマーリレーション部 マーケティング推進課
【連 絡 先】〒105-0014 東京都港区芝2-5-6芝256スクエアビル6F
【TEL】0120-65-8140
【URL】https://www.stream.co.jp/

EA52

（株）ココペリ
KOKOPELLI Inc

金融機関向け顧客支援プラットフォーム「Big Advance」を始
め、
「AI による融資審査モデル」
「次世代型営業支援システム」を
展示します。デモなどもご覧頂けますので、ぜひブースまでお
越しください！

【担当部署】金融ソリューション事業部
【連 絡 先】〒102-0084 東京都千代田区二番町8-3二番町大沼ビル4階
【TEL】03-6261-4093
【E-mail】shimizu_akihiro@kokopelli-inc.jp
【URL】https://www.kokopelli-inc.com/

EA53

出展内容

出展内容

EA48

EA50

出展内容

出展内容

EA47

【担当部署】金融システム営業部
【連 絡 先】〒108-0023 東京都港区芝浦 4-13-23MS芝浦ビル
【TEL】03-5445-7759
【E-mail】voice_logging_sales@mdis.co.jp
【URL】https://www.mdis.co.jp/

ＥＡブロック

アパマンの担保評価額と賃料収入シミュレーションを算出する
「収益評価サービス」
、マンション・戸建のリフォーム評価額を
算定する「リフォーム評価システム」
、担保評価業務を代行する
「評価代行サービス」を展示。

MITSUBISHI ELECTRIC INFORMATION SYSTEMS CORPORATION

ＦＩＴ２０１９

（株）東京カンテイ

三菱電機インフォメーションシステムズ（株）

「窓口業務【申請受付】の省力化」をテーマにを 2 つの連携ソ
リューションを展示致します。
①ペーパーレス受付システム「らくかけくん」
②完全自動化・部分自動化ソリューション「Verint RPA」

出展内容

出展内容

EA46

EA49

（出展社紹介）

【担当部署】営業本部 アジア営業部 営業1グループ
【連 絡 先】〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-23-2JCM東日本橋ビル
【TEL】03-5962-3732
【URL】http://www.jcm-hq.co.jp

Verint Systems Japan K.K.

【担当部署】エンタープライズ インテリジェンス ソリューションズ
【連 絡 先】〒102-0083 東京都千代田区麹町5-1NK真和ビル８F
【TEL】03-6261-0970
【E-mail】al_japansales@verint.com
【URL】https://www.verint.co.jp

出展内容

出展内容

EA45

ベリントシステムズジャパン（株）

全通話・全対話コンプライアンスチェックにより、社内外のコ
ミュニケーションを可視化・分析・自動監査し、情報漏洩や
不適切販売、マネーロンダリングを防止する、金融機関向けソ
リューションをご紹介。

出展内容

出展内容

EA44

EA49

出展内容

出展内容

EA44

（株）アイアンドディ
Ai&Di Co.,Ltd

アイアンドディは、全国で約 4000 システムの納品実績がある
専業のシステム会社です。本展示会では、イタリアに工場を持
つ Matica 社製のカード発行プリンタの他、各種カードに関す
るご相談を承ります。

【担当部署】市場戦略室 販売促進課
【連 絡 先】〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町2-2-7山陽染工瓦町ビル4F
【TEL】06-6229-0033
【E-mail】information@aidi.co.jp
【URL】https://www.aidi.co.jp
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（株）スカイコム
SKYCOM Corporation

─手書きの良さを残してそのまま電子化・自動化─
金融 60 機関への導入実績をもつ『SkyPDF ペーパーレス／電子
サイン ソリューション』を、事例とともにデモ実演・体験を交
えてご紹介します。

【担当部署】営業本部 営業推進部
【連 絡 先】〒101-0023 東京都千代田区神田松永町19秋葉原ビルディング10階
【TEL】03-5289-0788
【URL】https://www.skycom.jp/

（株）シーエーシー
CAC Corporation

「心 sensor」は、CAC が自社開発した感情分析サービスです。
動画やリアルタイムの映像から、21 種類の表情や 7 種類の感
情の分析結果を得ることができ、営業の方のトレーニング等に
活用可能です。

【担当部署】ビジネス統括本部 金融ビジネスユニット 金融ビジネス第一部
【連 絡 先】〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町24-1
【TEL】03-6667-8055
【E-mail】ashoji@cac.co.jp
【URL】https://www.cac.co.jp/

テクマトリックス（株）
TechMatrix Corporation

GRC プラットフォーム「RSA Archer Suite」
、セキュリティ
脅威検出・インシデント対応「RSA NetWitness Platform」、
ワンタイムパスワード「RSA SecurID」の最新機能を出展しま
す。

RSA
RSA

ＥＡブロック

GRC プラットフォーム「RSA Archer Suite」
、セキュリティ
脅威検出・インシデント対応「RSA NetWitness Platform」、
ワンタイムパスワード「RSA SecurID」の最新機能を出展しま
す。

【担当部署】マーケティング部
【連 絡 先】〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-1-1新宿マインズタワー
【TEL】03-6830-3091
【E-mail】info-j@rsa.com
【URL】http://japan.rsa.com

エプソン販売（株）

Epson Sales Japan Corporation

金融業界での多数の利用実績を基に、様々な紙書類の電子化に
より働き方改革促進や課題解決をサポートするスキャナー商品
を展示いたします。高速ドキュメントスキャナー（DS-970）
評価機材プレゼント！も実施しております。

【担当部署】BPMD部
【連 絡 先】〒160-8801 東京都新宿区新宿4丁目1番6号
			
JR新宿ミライナタワー29階
【TEL】03-5919-5434
【URL】https://www.epson.jp/products/scanner/

キヤノンマーケティングジャパン（株）
Canon Marketing Japan Inc.

キヤノン独自の画像処理技術を盛り込んだ文字認識 AI OCR ソ
リューションや、業務のデジタル化による営業スピードのアッ
プ、事務の効率化について、最新の導入事例と実演デモを交え
てご紹介いたします。

【担当部署】エンタープライズビジネスユニット ＭＡ事業部 金融営業本部
【連 絡 先】〒108-8011 東京都港区港南2-16-6CANON S TOWER
【TEL】03-6719-9428
【URL】https://cweb.canon.jp/business/finance/
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Canon Electronics Technology Inc.

【担当部署】第一営業部
【連 絡 先】〒105-0022 東京都港区海岸1-4-8
【TEL】03-6432-4470
【E-mail】sales-info@canon-electec.co.jp
【URL】https://www.canon-electec.co.jp/

EA59

ＪＦＥシステムズ（株）
JFE Systems, Inc.

ペーパーレスからはじめる業務改革として、金融機関で圧倒的
な導入実績を誇る FiBridge シリーズをご紹介します。システ
ム出力した書類や紙で受領する書類を電子保存し、コスト削減
と業務効率化を図ります。

【担当部署】プロダクト事業部
【連 絡 先】〒105-0023 東京都港区芝浦一丁目２番３号シーバンスS館 17階
【TEL】03-5418-2377
【URL】https://www.jfe-systems.com/

EA60

NTTコムウェア（株）
NTT COMWARE CORPORATION

金融業界のお客様向けにデジタル化による働き方改善モデルや
新たなバックヤード業務向けクラウドサービスを紹介します。
是非、当社のブースにお越しください。

【担当部署】エンタープライズビジネス事業本部 金融ビジネス部
【連 絡 先】〒108-8019 東京都港区港南1−9−1
			
NTT品川TWINSアネックスビル
【E-mail】eb-fib-evt-fit@srv.cc.nttcom.co.jp
【URL】https://www.nttcom.co.jp/

EA61

リンカーズ（株）
Linkers Co., Ltd.

ビジネスマッチングを業務改善からサポートする「Linkers for
BANK」
。その仕組みと実績、また今後の取り組みを公開してい
ます。
（導入機関の実績：ビジネスマッチング手数料収入 4.5 倍）

【担当部署】OI推進本部 Linkers for BANKチーム
【連 絡 先】〒103-0023 東京都中央区日本橋本町2-2-2日本橋本町YSビル
【TEL】03-6262-309
【E-mail】mio.kaneko@linkers.net
【URL】https://www.linkers-net.co.jp/

EA62

出展内容

出展内容

EA58

キヤノン電子テクノロジー（株）

金融機関の情報活用をフルサポートする情報系システム
「entrance Banking」と、活用事例のご紹介
「
- 収益拡大」に貢献する「顧客中心型」の仕組みと活用事例をご
紹介します -

出展内容

出展内容

EA57

EA58

出展内容

EA56

出展内容

ＦＩＴ２０１９

（出展社紹介）

【担当部署】ネットワークセキュリティ事業部 プラットフォーム営業部 RSA営業課
【連 絡 先】〒108-8588 東京都港区三田3-11-24国際興業三田第2ビル
【TEL】03-4405-7816
【E-mail】archer-info@techmatrix.co.jp
【URL】https://www.techmatrix.co.jp/product/rsasecurity/index.html

Canon IT Solutions Inc.

【担当部署】SIサービス事業部 金融営業本部 金融営業第二部
【連 絡 先】〒108-0073 東京都港区三田3-11-28
【TEL】03-6741-9471
【URL】https://www.canon-its.co.jp/

出展内容

出展内容

EA56

キヤノンITソリューションズ（株）

AML ／ CFT における個々の課題や様々な特性に適合したリス
ク格付を、弊社独自の「格付エンジン」
「格付テンプレート」で実
現します。金融庁ガイドラインに基づくリスクベース・アプロー
チの即時運用が可能です。

出展内容

出展内容

EA55

EA58

出展内容

出展内容

EA54

SSBソリューション（株）
SSB Solution co Ltd.,

金融機関の業務の効率化、標準化を図る【経費支払システム】
【出
資業務支援システム】
【動不動産総合管理システム】
【決算支援
システム】
【郵便不着先管理システム】を展示致します。導入実
績述べ２００先以上。

【担当部署】パッケージ事業部
【連 絡 先】〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-4一瀬センタービル 5階
【TEL】054-221-1651
【E-mail】pkg@s-s-b.co.jp
【URL】http://www.s-s-b.co.jp/

（株）オプティマ
OPTIMA

＜業務効率化＞用度品 SMART( １００以上の導入実績 )
＜ 働 き 方 改 革 ＞ CACHATTO( テ レ ワ ー ク ) ／ HeartCore
Robo(RPA)
＜株主総会支援＞【KabuKura】( クラウド）

【担当部署】プロダクトソリューション部
【連 絡 先】〒141-0032 東京都品川区大崎3−5−2エステージ大崎（4F）
【TEL】03-3493-3837
【E-mail】pdeigyou@opt.co.jp
【URL】https://www.opt.co.jp

（株）北村製作所

Kitamura Manufacturing Co., Ltd.

ATM と相談窓口及び営業端末機器を搭載した移動店舗車 ( 移動
ATM 車 ) を紹介。店舗から離れた地域、過疎地、新興住宅地、
イベント会場での巡回営業や臨時営業に利用。より広域での営
業を可能にし、コストも抑制。

【担当部署】特殊車両事業部
【連 絡 先】〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-3-13M&Cビル 6F
【TEL】03-3518-8860
【問い合わせ】https://www.kitamurass.co.jp/toiawase/form/?p=%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%BB%8A%E4%B8%A1&c=tokushusharyo
【URL】https://www.kitamurass.co.jp/

NTTアドバンステクノロジ（株）
NTT Advanced Technology Corporation

「対面ソリューション」
、
「遠隔対面ソリューション」として、お
客さま応対 DX をご紹介します。その他、VOC 分析／ AI 技術に
よるデータ分析サービスも出展します。

Rakuten Communications

【担当部署】コンタクトセンターソリューションビジネス部
【連 絡 先】〒158-0094 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号楽天クリムゾンハウス
【TEL】0800-600-5555
【E-mail】rcomm-ccsb-ccg@mail.rakuten.com
【URL】https://comm.rakuten.co.jp/

KAL
KAL

新 製 品 Kalignite Hypervisor の 紹 介。LINUX ベ ー ス と し た
Hypervisor の仮想環境を利用することで、ATM を始めとする
Windows 機器の OS アップグレードをローコストで実現。

【担当部署】日本事務所
【連 絡 先】〒107-0061 東京都港区北青山2-7-26 Landwork 青山ビル ２階
【TEL】03-6890-0611
【E-mail】yoshi.sato@kal.com
【URL】http://www.kal.com/ja/

日本システム技術（株）
Japan System Techniques Co., Ltd.

「ＢａｎｋＮｅｏ」は様々なソリューションを全国の地域金融機
関様に提供しております。ＦＩＴ２０１９では『ＣＲＭ／ＳＦ
Ａ』
『預り管理』
『電子帳票』のほか、次期製品である『Ｃｌｏｕ
ｄ ＢａｎｋＮｅｏ』を展示いたします。

【担当部署】ＢａｎｋＮｅｏ事業部 営業部
【連 絡 先】〒108-8288 東京都港区港南2-16-2太陽生命品川ビル27Ｆ
【TEL】03-6718-2772
【E-mail】bankneo@jast.co.jp
【URL】https://www.bankneo.jp/

EA70

（株）アイ・アイ・エム
IIM Corporation

さまざまなデバイスやアプリケーションで使用されている ID を
一元的に管理。ユーザーごとに、利用しているすべての ID を役
割や権限に基づいてポリシーに沿って管理し、ガバナンスに基
づくアクセス管理を実現します。

【担当部署】戦略ビジネス統括部 MP 営業部
【連 絡 先】〒113-0033 東京都文京区本郷 2 丁目 27 番 20 号本郷センタービル 7 Ｆ
【TEL】03-5684-6771
【E-mail】sales-mp@iim.co.jp
【URL】https://www.iim.co.jp/products/identityiq/

EA71

（株）アイネス
INES Corporation

AI 関連、RPA、ETL 等のデジタル技術による、金融機関様が安
定した経営を行うための内部監査ソリューションをはじめとし
た各種ソリューションを展示いたします。

【担当部署】金融ソリューション本部 金融営業部
【連 絡 先】〒104-0053 東京都中央区晴海３-１０-１グラスシティ晴海
【TEL】03-6864-3630
【E-mail】fit@ines.co.jp
【URL】https://www.ines.co.jp/

EA72

出展内容

出展内容

EA67

Seiko Solutions Inc.

業務効率化＆自動化、収益力向上のサポートパートナーとし
て、与信審査、電子契約、AI チャットボットなどの業務支援か
ら QR 認証、ZEDI といったインフラ対応まで、金融機関の課題
を幅広く解決します。

【担当部署】コーポレート統括部 広報宣伝部
【連 絡 先】〒261-8507 千葉県千葉市美浜区中瀬1-8
【TEL】043-273-3174
【E-mail】support@seiko-sol.co.jp
【URL】https://www.seiko-sol.co.jp/

出展内容

出展内容

EA66

セイコーソリューションズ（株）

ＥＡブロック

オムニチャネルに対応、拡張性・信頼性の高いクラウドコンタ
クトセンターサービス「コネクト・ストーム」を展示します。AI
機能、音声テキストなど様々なソリューション展開で顧客エン
ゲージメントを高めます。

EA70

ＦＩＴ２０１９

楽天コミュニケーションズ（株）

RUNEXY CORPORATION.

クライアント操作ログを取得する「MylogStar」や重要データの
持ち出しを制御する「DeviceLock」を出展します。情報漏洩対
策に留まらず、働き方改革に向けた業務効率化と生産性向上へ
の改善アプローチを支援します。

【担当部署】第2ソフトウェア事業部
【連 絡 先】〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-5-5岩波書店一ツ橋ビル11F
【TEL】03-6261-4711
【URL】https://www.runexy.co.jp/

出展内容

出展内容

EA65

（株）ラネクシー

（出展社紹介）

【担当部署】ソリューション事業本部 営業SE部門
【連 絡 先】〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町1310ミューザ川崎セントラルタワー14F
【TEL】044-589-6454
【E-mail】ryoko.itagaki@ntt-at.co.jp
【URL】https://www.ntt-at.co.jp/

Japan Media Systems Corporation

ジャパンメディアシステムでは、自社開発の Web 会議システ
ム「LiveOn」を出展します。導入実績は 6500 社を超え、金融
機関での導入実績も非常に豊富なシステムですので、是非ブー
スにお立ち寄りください。

EA69

出展内容

出展内容

EA64

ジャパンメディアシステム（株）

【担当部署】東京営業部
【連 絡 先】〒101-0021 東京都千代田区外神田2-14-10第二電波ビル2F
【TEL】03-5297-5511
【URL】https://www.liveon.ne.jp/

出展内容

出展内容

EA63

EA68

出展内容

出展内容

EA62

エンピレックス（株）
Empirix K.K.

世界中、そして日本の金融各社において大多数の採用実績！
・コンタクトセンター向け機能・負荷・品質テストサービス
・IVR アプリケーション監視サービス・ユーザ視点の音声／
Web サービス監視ソリューション

【担当部署】セールス
【連 絡 先】〒107-0052 東京都港区赤坂2-5-27SKIビル3F
【TEL】03-5573-8324
【E-mail】SalesJapan@empirix.com
【URL】https://www.empirix.co.jp/

25

（株）DTS

DTS CORPORATION

仮 想 通 貨 の コ ン プ ラ イ ア ン ス・AML・ 犯 罪 捜 査 の 対 策 ソ
リ ュ ー シ ョ ン！ 高 機 能 AML パ ッ ケ ー ジ の AMLion と、 国 内
外 300 以上の導入実績を持つ仮想通貨取引追跡サービスの
CipherTrace を展示します。

【担当部署】金融事業本部 金融企画部
【連 絡 先】〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-23-1エンパイヤビル8階
【TEL】03-6914-5019
【E-mail】fintech@dts.co.jp
【URL】https://www.dts.co.jp/

日本マイクロソフト
（株）
Microsoft Corporation

実際のデジタルトランスフォーメーションの実例や、キャッ
シュレスなどを通じた新しい金融機関のビジネスモデルなど
を、展示やセミナーでご紹介します。

【担当部署】Surfaceビジネス本部
【連 絡 先】〒108-0075 東京都港区港南2-16-3品川グランドセントラルタワー
【URL】https://news.microsoft.com/ja-jp

（株）ジンテック
JINTEC CORPORATION

『B to C か ら B to F へ 〜 顧 客 を フ ァ ン に 変 え る ソ リ ュ ー
ション〜』をテーマに、弊社サービスを PLEASURE( 喜び )、
POSITIVE( 積極的なアプローチ )、PROTECT( 顧客を守る ) に
分けてご紹介します。

（株）エムティーアイ
MTI Ltd.

ＥＡブロック

モバイル事業者から見た金融機関の課題 ( セミナー )、今できる
既存システム再活用新デバイス対応 ( モバイルコンバート )、そ
の先にあるアプリ製作や AI 活用、急速な変化への対応の流れを
UX 視点でご紹介致します。

【担当部署】ソリューション事業部
【連 絡 先】〒163-1435 東京都新宿区西新宿3-20-2
			
東京オペラシティタワー52F
【TEL】03-5333-6405
【URL】https://www.mti.co.jp/

出展内容

EA77

シンプレクス（株）
Simplex Inc.

AI 専業子会社の Deep Percept 社とともに、AI を組み込んだ次
世代 ”AI-Ready” ソリューションをご紹介いたします。

【担当部署】経営企画 ビジネスデベロップメント
【連 絡 先】〒105-6319 東京都港区虎ノ門1-23-1虎ノ門ヒルズ森タワー19階
【TEL】03-3539-7376
【E-mail】bdg@simplex.ne.jp
【URL】https://www.simplex.ne.jp/

出展内容

EA77

Deep Percept（株）
Deep Percept Inc.

本展示会では親会社のシンプレクス社とともにデジタル変革を
推進する様々な金融事業会社向けソリューションをご紹介いた
します。金融領域での強みと AI ソリューションの強みをかけ合
わせて、これまでにない価値を提供していきます。

【連 絡 先】〒105-6319 東京都港区虎ノ門1-23-1虎ノ門ヒルズ森タワー19階
【TEL】03-3539-7387
【E-mail】sales@deep-percept.co.jp
【URL】https://www.deep-percept.co.jp/
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（株）NTTデータビジネスブレインズ
NTT DATA BUSINESS BRAINS CORPORATION

回覧承認される還元帳票や口座振替依頼書等お客様より入手
する書類を電子化できるソリューションをご紹介します。また
ホームページをカンタンに更新できる、ＷＥＢサイト構築運用
ソリューションについてご紹介します。

【担当部署】ビジネスソリューション事業部 営業グループ
【連 絡 先】〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1芝パークビルＡ館14F
【TEL】050-3481-7118
【E-mail】package@nttd-bb.com
【URL】http://www.nttd-bb.com/

EA78

（株）NTTデータCCS
NTT DATA CCS CORPORATION

お客さま自身が『タブレット』を用いて投資信託や保険、外貨預
金、公共債の申し込みができるパッケージソフト、金融商品販
売支援システム「iTrustOne」(iTO) をご紹介します。

【担当部署】ビジネスソリューション事業本部 iTO推進室
【連 絡 先】〒140-0002 東京都品川区東品川4丁目12番1号品川シーサイドサウスタワー
【TEL】03-5782-9463
【E-mail】i-trustone@hml.nttdata-ccs.co.jp
【URL】www.nttdata-ccs.co.jp

EA78

出展内容

EA76

出展内容

ＦＩＴ２０１９

（出展社紹介）

【担当部署】ソリューション営業本部
【連 絡 先】〒102-0084 東京都千代田区二番町11-7住友不動産二番町ビル3階
【TEL】03-5276-3301
【E-mail】seminar2@jintec.com
【URL】https://www.jintec.com/

NTT DATA Corporation

ＮＴＴデータグループブースでは、ＲＰＡ、チャネル系、業務
プロセス改善、ペーパーレス、働き方改革、窓口販売等、各種
ソリューションを展示しております。是非、当社ブースへお立
寄りください。

EA78

出展内容

出展内容

EA75

（株）NTTデータ

【担当部署】金融事業推進部 デジタル戦略推進部
【連 絡 先】〒135-6033 東京都江東区豊洲3-3-3豊洲センタービル
【E-mail】fit-jimukyoku@am.nttdata.co.jp
【URL】https://www.nttdata.com/jp/

出展内容

出展内容

EA74

EA78

出展内容

出展内容

EA73

（株）JSOL
JSOL Corporation

【WEB 完結型各種申込サイト構築】非対面における顧客接点の
強化【AI 企業業況変化検知サービス】与信管理業務における早
期な業況変化検知【その他ソリューション】チャットボット等

【担当部署】金融・サービス事業本部 営業統括部
【連 絡 先】〒114-0053 東京都中央区晴海2-5-24晴海センタービル
【TEL】03-5859-6001
【E-mail】rfi@jsol.co.jp
【URL】https://www.jsol.co.jp

EB06

出展内容

〈出展社紹介〉

EBブロック
（株）NTTデータエービック
NTTDATA

ABIC

実機タブレットに「Wealth Concierge」の数パターンのデモシ
ナリオやサンプルコンテンツを設定しご用意しています。実際
にシミュレーションいただき、その操作性やビジュアルを確認
いただけます。

【担当部署】金融サービス推進部
【連 絡 先】〒107-0052 東京都港区赤坂４-１５-１赤坂ガーデンシティ6階
【TEL】03-6435-5980
【E-mail】gp-sales@abic.co.jp
【URL】http://www.abic.co.jp/

未来貯金（株）
−

世界唯一の確定拠出年金情報提供アプリケーション「みらいナ
ビ」がこの秋全面的にリニューアルします。今までに無い新機
能を搭載、マニュアル不要でサクサク利用できる使い易いアプ
リを是非ご覧ください。

Hamanako Institute Corporation

【担当部署】ＩＴ事業部営業課
【連 絡 先】〒432-8003 静岡県浜松市中区和地山3-1-7浜松イノベーションキューブ2F
【TEL】053-416-4002
【E-mail】salesgis@hamanako.co.jp
【URL】https://www.hamanako.jp/fast/index.html

日鉄日立システムエンジニアリング（株）
Nittetsu Hitachi Systems Engineering, Inc.

Enterprise Serialna は、iPad で 受 付 業 務 が で き る 窓 口 ソ
リューションです。ブースでは実機を用いたキャッシュカード
読取や接客ログの取得、LINE 配信等のデモをご覧いただけま
す。

【担当部署】産業流通ソリューション事業本部 ソリューション営業部
【連 絡 先】〒104-6591 東京都中央区明石町8-1聖路加タワー26F
【TEL】080-4192-7257
【E-mail】susukita.takumi@nhs.co.jp
【URL】http://www.nhs.co.jp

エクスプローラーコンサルティング（株）
Explorer Consulting Co.,Ltd.

「トヨタ生産方式」を応用し、
「金融機関における渉外部門の前年
実績比１２５％超」を実現する企業です。属人的でムラムリム
ダのある渉外活動を改善し、
「製造業」と同様に「渉外部門の生産
性向上」を実現します。

【連 絡 先】〒105-0022 東京都港区海岸1-2-3汐留芝離宮ビルディング21階
【TEL】03-5403-6449
【URL】https://www.exp-consulting.jp

EB09

ウイングアーク１ｓｔ
（株）
WingArc1st Inc.

SFA、Excel、基幹システムのデータを統合し、営業活動を可
視化・分析。営業の生産性向上やレポート作成などの業務効率
化を実現する BI ダッシュボード「MotionBoard」。

【担当部署】ビジネスマーケティング部
【連 絡 先】〒106-6235 東京都港区六本木3-2-1六本木グランドタワー
【TEL】03-5962-7300
【E-mail】tsales@wingarc.com
【URL】http://www.wingarc.com/

EB10

（株）ブイキューブ
V-cube, Inc.

遠隔会議システムによる情報共有や業務効率化が浸透しつつあ
りますが、今後は『攻め』の活用が注目されています。当ブース
では「いつでも、どこでも」つながる遠隔会議システムや動画活
用プラットフォームをご紹介します。

【担当部署】マーケティング部
【連 絡 先】〒153-0051 東京都港区白金一丁目17番3号
			
NBFプラチナタワー16階（受付）、17階
【TEL】0570-03-2121
【URL】https://jp.vcube.com

EB11

出展内容

出展内容

EB05

TOPPAN PRINTING CO., LTD.

今年の展示コンセプトは、
「ともに描く、新しいミライ。」です。
金融機関さまとお客さま、社会、ビジネスパートナーとともに、
新しい未来を描けるようなヒントをご用意してお待ちしており
ます。

【担当部署】情報コミュニケーション事業本部 ソーシャルデザイン事業部
プラットフォームビジネスセンター セキュアサービス企画本部 共創企画部
【連 絡 先】〒112-8531 東京都文京区水道1-3-3
【TEL】03-5840-4374
【URL】https://www.toppan.co.jp/

出展内容

出展内容

EB04

凸版印刷（株）

ＥＢブロック

地図を使った営業支援・顧客管理 Web-GIS システム「FAST」
を展示いたします。現在、全国で 7 つの信用金庫で採用され、
その活用事例などをご紹介いたします。

EB08

ＦＩＴ２０１９

（株）浜名湖国際頭脳センター

Mizuho Information & Research Institute,inc.

地域金融機関様における BPR、CSIRT に関わる動向・取組事例
や、＜みずほ＞の新たな決済サービス、大規模システム開発プ
ロジェクト経験に基づく取組事例、RPA 活用事例等のプレゼン
テーションを中心にご紹介しております。

【担当部署】グループ統括部 営業推進チーム
【連 絡 先】〒101-8443 東京都千代田区神田錦町2-3竹橋スクエアビル
【TEL】03-5281-5274
【E-mail】fit-office@mizuho-ir.co.jp
【URL】https://www.mizuho-ir.co.jp/index.html

出展内容

出展内容

EB03

みずほ情報総研（株）

（出展社紹介）

【担当部署】コンサルティング営業部
【連 絡 先】〒108-0014 東京都港区芝5-29-20クロスオフィス三田908
【TEL】03-6268-8407
【E-mail】salse@mr-c.jp
【URL】http://www.mr-c.jp

EB07

出展内容

出展内容

EB02

Hitachi, Ltd.

日立製作所は「帳票認識サービス」を展示いたします。実物デモ
では、ディープラーニング技術による手書き文字認識とＲＰＡ
を活用できる確信度算出によるオペレーションの効率化を会場
で体感頂けます。

【担当部署】サービスプラットフォーム事業本部 IoT・クラウドサービス事業部
【連 絡 先】〒244-0817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地
【URL】http://www.hitachi.co.jp/

出展内容

出展内容

EB01

（株）日立製作所

富士通（株）
FUJITSU LIMITED

「デジタルバンキングを、構想から実行へ」をテーマにお客様に
体感いただけるソリューションを揃えております。いま打つべ
き一手から、今後進むべき方向性まで DX を成功に導くための
ロードマップをご提案します。

【担当部署】金融ビジネス本部 イノベーション戦略部
【連 絡 先】〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2汐留シティセンター
【TEL】03-6252-2170
【URL】https://www.fujitsu.com/jp/solutions/industry/financial/
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トッパン・フォームズ（株）
TOPPAN FORMS CO., LTD.

日本初。携帯３キャリアの＋メッセージと連動した金融業界横
断型の共通手続きプラットフォームの詳細、顧客接点デジタル
化のユースケースをご紹介。携帯３社の API を活用して本人確
認を支援するサービスもご紹介。

【担当部署】販売促進本部 営業戦略部金融グループ
【連 絡 先】〒105-8311 東京都港区東新橋１丁目７−３
【TEL】03-6253-5745
【URL】https://www.toppan-f.co.jp/

ローレルバンクマシン（株）
LAUREL BANK MACHINES CO.，LTD.

人口減少、高齢化、地域企業減少や異業種の金融業参入など様々
な要因で金融店舗に変化が求められております。電子記帳台を
はじめ、ローレルがサポートする軽量化店舗のミライをご提案
いたします。

【担当部署】業務企画推進部 業務企画推進2課
【連 絡 先】〒105-8414 東京都港区虎ノ門1-1-2
【TEL】03-3502-3311
【URL】https://www.lbm.co.jp

（株）Box Japan
K.K. Box Japan

仕事の為の仕事をいかに削減し、新しい価値を顧客に提供し続
ける金融機関こそが生き残る時代です。業界リーダーを中心に
世界 9 万 5 千社に導入されている Box こそが究極の業務効率化
を実現する DX ソリューションです。

（株）アグレックス
AGREX INC.

ＥＢブロック

DX 時代における “ データドリブン経営 ” を実現するデータ利活
用ノウハウを一挙公開！「整える」
「繋ぐ」
「活かす」
「学ぶ」の 4
つのテーマで、金融機関様のデータマネジメントの高度化を支
援するソリューションをご紹介します。

【担当部署】デジタルトランスフォーメーション事業本部 CRMソリューション事業部 ソリューション営業第1部
【連 絡 先】〒206-0034 東京都多摩市鶴牧3-5-1 Biz TRUXIA
【TEL】042-371-5965
【E-mail】system_contact@m.agrex.co.jp
【URL】https://www.agrex.co.jp/

富士ゼロックス（株）
Fuji Xerox Co., Ltd.

富士ゼロックスは「制約からの解放」をコンセプトに掲げ、紙と
場所にとらわれない働き方を実現することで、お客様の「価値あ
る時間の創出」を目指します。セミナーおよびブースでのお客
様のご講演にご期待ください。

【担当部署】S&S営業部
【連 絡 先】〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3
【TEL】03-6271-5201
【E-mail】FIT@fujixerox.co.jp
【URL】https://www.fujixerox.co.jp/

富士ゼロックスシステムサービス（株）
Fuji Xerox System Service Co.,Ltd.

既存複合機を利用した、Drops「書類電子化ワークフローＳＯ
Ｌ」による業務効率化、投資信託窓口販売での事務効率化、コ
ンプライアンス対応を実現する「目論見書管理発行システム」導
入事例をご紹介いたします。

【担当部署】事業管理部 事業推進室
【連 絡 先】〒174-8525 東京都板橋区坂下1丁目19番1号
【TEL】03-5994-2648
【URL】https://www.fxss.co.jp/
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TIS Inc.

【担当部署】デジタルトランスフォーメーション企画部
【連 絡 先】〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-17-１住友不動産グランドタワー DX企
【TEL】090-7466-9616
【E-mail】mashiko.mizuki@tis.co.jp
【URL】https://www.tis.co.jp/

EB26

アットホーム（株）
At Home Co.,Ltd.

当ブースでは不動産情報サービスから蓄積した豊富な不動産
データをもとにアパートローンのリスク管理における業務の効
率化・標準化についてご提案いたします。実際の賃料データや
募集期間等もご体験いただけます。

【担当部署】データ事業開発部
【連 絡 先】〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-3-2 内幸町東急ビル アットホーム日比谷オフィス
【TEL】03-3580-1286
【E-mail】data-solution01@athome.co.jp
【URL】https://athome-inc.jp/

EB27

iMicroData Japan（同）
iMicroData Japan G.K

■スマートファイリングシステムを搭載した複合型保存キャビ
ネットの展示。重要な書類やマスターキーなどを厳重に管理で
き、扉はすべて電磁ロック仕様。
【いつ、だれが、何を持ち出したか
履歴が残ります。】

【担当部署】東京
【連 絡 先】〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町13-7大富ビル2F
【TEL】03-6869-8353
【E-mail】ikuta@imicro.co.jp
【URL】www.imicro.co.jp

EB28

（株）システムディ
SystemD Co., Ltd.

【出展製品（予定）】
・総合文書管理システム（NEW） 一般文書／専門文書管理の
両方の要件を満たす新しいタイプの文書管理システム
・規程・マニュアル管理システム・契約書作成・管理システム

【担当部署】ソフトエンジニアリング事業部
【連 絡 先】〒604-8172 京都府京都市中京区烏丸通り三条上る場之町603番地
【TEL】075-256-7566
【E-mail】engineer@systemd.co.jp
【URL】https://www.systemd.co.jp/solution/solution-4/lineup/

EB29

出展内容

出展内容

EB23

TIS（株）

TIS の強みであるデジタル決済プラットフォームに新機能を追
加する事で便利な世の中を創造していきます。今回はその一部
をご紹介します。( ウォレット、デジタルマネー給与プラット
フォーム、融資サービス等 )

出展内容

出展内容

EB23

銀行窓口業務の 0 線化推進事例をはじめ、いま金融機関の方に
知っていただきたい課題と解決策をご紹介いたします。

出展内容

EB20

出展内容

ＦＩＴ２０１９

（出展社紹介）

【担当部署】マーケティング本部
【連 絡 先】〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2鉄鋼ビルディング15F
【URL】https://www.boxsquare.jp/

FUJISOFT INCORPORATED

〜富士ソフトが考える、
「いま」知っていただきたい課題〜

EB25

出展内容

出展内容

EB14

富士ソフト
（株）

【担当部署】金融事業本部
【連 絡 先】〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3
【TEL】050-3000-2726
【URL】https://www.fsi.co.jp

出展内容

出展内容

EB13

EB24

出展内容

出展内容

EB12

（株）
ノースアイランド
Know's i-land,Inc.

コンサルティング支援ツール MobileFP は、顧客本位の業務運
営を早期に実現できるソリューションとして、80 社の金融機
関様にご活用いただいております。今年は革新的 CF や対面・
非対面の連携ツールもご紹介します。

【担当部署】東京本社
【連 絡 先】〒100-6310 東京都千代田区丸の内2-4-1丸ビル10F
【TEL】03-3216-2004
【E-mail】info@knowsi-land.jp
【URL】https://www.knowsi-land.co.jp

（株）イセトー
ISETO Corporation

金融機関で多数ご採用！ 新たな顧客接点をお客さまに！パー
ソナライズド動画「individeo」をはじめ、リアルとデジタルを
組み合わせた金融機関向けマーケティングソリューションをご
紹介します。

【担当部署】営業企画部 営業企画グループ
【連 絡 先】〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町12-12
【TEL】03-5644-1855
【E-mail】suishin@iseto.co.jp
【URL】https://www.iseto.co.jp/

（株）
ビービーシー

Basic Business Computers Inc.

『相続窓口受付システム』は、増加する相続手続きの事務負荷軽
減のための総合支援システムです。受付時ヒアリングから戸籍
不備チェック、相関図自動作成、必要書類管理、案件進捗管理
までサポートします。

【担当部署】金融第3営業部
【連 絡 先】〒163-1306 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー6F
【TEL】03-5909-5772
【E-mail】s-namioka@bbcinc.co.jp
【URL】https://www.bbcinc.co.jp/products/madoguti

出展内容

EB32

（株）テイルウィンドシステム
Tail Wind System

経費支払業務を本格改善！営業店事務の削減と、領収書・請求
書を電子化して経費支払いのペーパーレス化を実現！徹底的な
ペーパーレス化の為に「タイムスタンプ」を活用した経費支払管
理システムをご紹介します。

【担当部署】経営企画部
【連 絡 先】〒190-0012 東京都立川市曙町2-8-18東京建物ファール立川ビル 4F
【TEL】042-548-1511
【E-mail】m-fujita@tailwind.co.jp
【URL】https://e-rims.com/

EB37

出展内容

出展内容

EB31

EB36

出展内容

出展内容

EB30

マネーツリー（株）
Moneytree KK

「Data Centric Banking」をテーマに、国内 2,700 以上の金融
データを集約する金融データプラットフォーム「MT LINK」と
優れた顧客体験を描く金融データの活用法をご紹介します。

【担当部署】プロダクトマーケティング
【連 絡 先】〒106-0031 東京都港区西麻布3-13-3カスタリア広尾2階
【TEL】03-4588-0621
【URL】https://moneytree.jp/

テクノブレイブ（株）
TechnoBrave Co., Ltd.

文書管理・ワークフローソリューションの「Doxpro」と、モバ
イルウォレットのご紹介をいたします。どちらもスリランカの
銀行や政府機関で導入実績があり、高い評価を受けています。
是非、実際に触って体験してみてください。

パナソニック システムソリューションズ ジャパン（株）
Panasonic System Solutions Japan Co., Ltd.

【担当部署】法人営業本部 金融システム営業部 事業推進室
【連 絡 先】〒104-0061 東京都中央区銀座8-21-1汐留浜離宮ビル
【TEL】050-3686-0819
【URL】https://biz.panasonic.com/jp-ja/

出展内容

EB34

（株）DGコミュニケーションズ

ＥＢブロック

パナソニックは「製造業のノウハウ」と「差別化技術」を活用し
た「現場プロセスイノベーション」で変化し続けるお客様の事業
の成長と拡大を支え「現場」へのお役立ちを通じより良い社会と
暮らしの実現に貢献します。

ＦＩＴ２０１９

出展内容

EB33

DG COMMUNICATIONS Co., Ltd

金融機関様の不動産業務効率化支援サービスとして、家いく
ら？ forpro を今年 2 月にリリース。全国の対象不動産の市場
評価を周辺事例、施設情報、ハザード情報と併せた評価書とし
て約 1 分で自動生成ができます。

【担当部署】レジデンシャルテクノロジーカンパニー ビジネスソリューション部
【連 絡 先】〒108-0073 東京都港区三田3-13-12三田MTビル5F
【TEL】03-6858-5063
【URL】https://www.dg-c.co.jp/

出展内容

EB35

（出展社紹介）

【担当部署】第１特命事業本部 金融システム事業部
【連 絡 先】〒101-0047 東京都千代田区内神田1-2-8楠本第2ビル2F
【TEL】03-5577-3950
【E-mail】info@tbrave.com
【URL】https://www.tbrave.com/

（株）エフアンドエム
F&M co.,ltd

90 の地域金融機関と業務提携し、中小企業向けの情報提供を
行っています。採用・労務管理・設備投資・助成金・補助金等
の情報提供を行うことで、地域金融機関と一緒に中小企業へソ
リューションを提供しています。

【担当部署】営業推進本部
【連 絡 先】〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-38
【TEL】06-6339-9402
【URL】http://fmltd.co.jp

29

AI・RPAゾーン
Kofax Japan（株）
Kofax Japan Co.,Ltd.

Kofax の金融ソリューションでは、新規口座開設の自動化、消
費者融資の合理化・自動化、住宅ローンの自動化等、金融業界
のデジタルワークフォースを実現し、収益化を加速させて CX
の向上を支援します。

【担当部署】マーケティング部
【連 絡 先】〒108-0074 東京都港区高輪3-19-26 SOC高輪ビル9F
【TEL】03-6853-0001
【URL】https://www.kofax.jp/

NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング（株）
NS Financial Management Consulting Inc.

AI ビジネスマッチングサービスのデモを実施しております。潜
在顧客や提携先など独自 AI での企業検索が可能です。ニュース
キュレーション機能も付いた総合的な営業支援を是非体感して
みてください。

ForeVision（株）
ForeVision, Ltd.

【担当部署】日本リスク・データ・バンク株式会社 デジタルイノベーション本部
【連 絡 先】〒105-0011 東京都港区芝公園1-8-21芝公園リッジビル9階
【TEL】03-5425-2186
【E-mail】fit_info@forev.co.jp
【URL】https://www.forev.co.jp/

タケロボ（株）
Takerobo Corporation

ＡＩコミュニケーションシリーズを展示。各種デバイスやネッ
ト上で、オリジナルＡＩを簡単に構築、活用できるので、様々
なシチュエーションで本番利用され、高い効果を発揮していま
す。

【担当部署】営業部
【連 絡 先】〒141-0022 東京都品川区東五反田五丁目27番10号 野村ビル9F
【TEL】03-6447-7672
【E-mail】info@takerobo.co.jp
【URL】http://www.takerobo.co.jp/

アルファコム（株）
AlfaCom,Ltd.

●自動応答・チャットサポートシステム（金融向け機能追加）：
M-Talk ●通話録音システム（モニタリング／対面録音／画面録
画／音声認識）：VOISTORE TOV ●テレワーク・働き方改革
ツール：LINE WORKS

【担当部署】営業部
【連 絡 先】〒104-0061 東京都中央区銀座1-7-3京橋三菱ビル7F
【TEL】03-5159-5510
【E-mail】info@alfacom.jp
【URL】https://alfacom.jp/
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アンリツ（株）
ANRITSU

PureFlow は制御精度および高速安定性を特長とした帯域制御
装置です。ドメイン名で通信を分類することで、近年のクラウ
ド型サービスにも適用できるソリューションと手軽に導入でき
る新機種をご紹介します。

【担当部署】アプライアンスビジネス部
【連 絡 先】〒243-8555 神奈川県厚木市恩名５-１-１
【TEL】046-296-6725
【E-mail】_AP_JP_NAPOST-ML@anritsu.com
【URL】https://www.anritsu.com/ja-JP/products/network-appliance/pnav-app-band

EA08

（株）オプロ
OPRO Co., Ltd.

オプロブースでは、タブレットや電子ペーパーを用いた金融業
界のドキュメント業務における業務効率化と生産性向上をご提
案いたします。

【担当部署】セールスコンサルティング部
【連 絡 先】〒104-0031 東京都中央区京橋2-14-1兼松ビルディング6F
【TEL】03-3538-6510
【URL】https://www.opro.net/

EA09

（株）FRONTEO
FRONTEO, Inc.

金融業界への導入実績多数、自然言語解析に特化した自社開発
AI「KIBIT（キビット）
」を活用した金融業務におけるコンプライ
アンス強化対策支援および広告審査（景表法対策）ソリューショ
ンをご紹介します。

【担当部署】ビジネスソリューション本部 企画部
【連 絡 先】〒108-0075 東京都港区港南2-12-23明産高浜ビル
【TEL】03-5463-6375
【E-mail】kibit-info@fronteo.com
【URL】https://www.fronteo.com/

EA10

出展内容

出展内容

EA04

XLsoft K.K.

ブラウザ、Windows アプリなど幅広い環境に対応したテスト /
業務の自動化ツールの TestComplete と、マイクロサービス
を含むすべてのステージで動作する API プラットフォームの
Kong を出展。

EA07

出展内容

EA03

出展内容

Ａ Ｉ・Ｒ Ｐ Ａ ゾ ー ン

事業者向け銀行ポータルサイト【ＤｙｎａＭＩＣ−ＳＭＡＲＴ】
。
融資業務の大半を非対面化、相互コミュニケーション化するこ
とで、金融機関様における中小企業取引の収益改善に大きく貢
献いたします。

エクセルソフト
（株）

【担当部署】プロダクト営業部
【連 絡 先】〒108-0073 東京都港区三田3-9-9森伝ビル6F
【TEL】03-5440-7875
【E-mail】xlsoftkk@xlsoft.com
【URL】https://www.xlsoft.com/jp/index.html

出展内容

EA02

出展内容

ＦＩＴ２０１９

（出展社紹介）

【担当部署】総務部
【連 絡 先】〒103-0033 東京都中央区新川2-27-1東京住友ツインビル東館 12F
【TEL】03-5542-7971
【URL】https://www.nsfmc.com/

FPT Japan Holdings Co., Ltd.

FPT は、全世界のお客様に幅広い IT サービスを提供するベト
ナムの IT リーディングカンパニーです。ブースでは、AI、RPA、
ブロックチェーンなど最先端テクノロジーを活用したソリュー
ションをご紹介します。

EA06

出展内容

出展内容

EA02

ＦＰＴジャパンホールディングス（株）

【担当部署】マーケティング部
【連 絡 先】〒105-0011 東京都港区芝公園ＫＤＸ浜松町プレイス６階
【TEL】03-6634-6868
【E-mail】fjp.contact@fsoft.com.vn
【URL】https://www.fpt-software.jp/company-information/fpt-japan/

出展内容

出展内容

EA01

出展内容

〈出展社紹介〉

EA05

京セラドキュメントソリューションズジャパン（株）
KYOCERA Document Solutions japan Inc.

当社では皆様の課題解決のためのトータルドキュメントソ
リューションを提案してまいります。
■出展内容紹介：①紙媒体の電子化ソリューション ②非改ざん
性証明ソリューション（タイムスタンプ活用）

【担当部署】営業本部 首都圏営業部 ＭＡ営業部 ＭＡ第５営業課
【連 絡 先】〒158-8610 東京都世田谷区玉川台2丁目14-9
【TEL】03-4232-2104
【E-mail】naohiro.tsuneyoshi@dj.kyocera.com
【URL】https://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp/

セキュリティゾーン
Infoblox（株）
Infoblox KK

Infoblox は、業界初のハイブリッド DNS セキュリティソリュー
ション BloxOne Threat Defense（BOTD）によるサイバーセ
キュリティ基盤の強化と最適化の事例をご紹介いたします。

【担当部署】セールス
【連 絡 先】〒107-0062 東京都港区南青山2-26-37 VORT外苑前 1 3階
【TEL】03-5772-7211
【E-mail】salesjapan@infoblox.com
【URL】https://www.infoblox.co.jp/

（株）ソリトンシステムズ
Soliton Systems K.K.

次世代認証基盤ソリューションをご紹介
〜 情報資産のアクセス権限を RPA 化 と パスワードレス認証 〜
その他：無線 LAN 認証、EDR ＋内部不正対策、サイバーセキュ
リティ総合支援サービスなど。

DATACLASYS CO.,LTD

【担当部署】営業本部
【連 絡 先】〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-10-5TMMビル7F
【TEL】03-3861-2348
【URL】https://www.dataclasys.com/

出展内容

EB18

タレスジャパン（株）
Thales Japan KK

10 月 25 日、G610-07 のセッションでは、グローバル決済市
場の最新動向や今後の展望について解説し、事業者が今後取る
べき方策についてご説明します。展示は、タレスグループ（ジェ
ムアルト）でご紹介しております。

（株）セキュアブレイン
SecureBrain Corporation

本ブースでは、セキュアブレインの独自ロジックでビッグデー
タを分析し、不正な取引を検知する不正予兆検知サービスと、
Web サ イ ト 自 動 脆 弱 性 診 断 サ ー ビ ス「GRED Web セ キ ュ リ
ティ診断 Cloud」をご紹介します。

【担当部署】事業推進本部 PR&マーケティングマネージャー
【連 絡 先】〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-12紀尾井町ビル7F
【TEL】03-3234-3001
【E-mail】sales@securebrain.co.jp
【URL】https://www.securebrain.co.jp/

EB22

（株）日立システムズ
Hitachi Systems, Ltd.

『リスクの可視化』
『インシデントの可視化』という 2 つのテーマ
を掲げ、セキュリティソリューションをご紹介致します。

【担当部署】ネットワークセキュリティサービス事業部
【連 絡 先】〒141-8672 東京都品川区大崎１−２−１
【TEL】0120-346-401
【URL】https://www.hitachi-systems.com

セキュリティゾーン

機密ファイルを " 暗号化したまま使う " 事が標的型攻撃対策、不
正アクセス対策、PCI DSS 準拠等に際してどのように有効なの
か。シンクライアント環境やネットワーク分離環境での事例と
あわせてご紹介します。

EB22

ＦＩＴ２０１９

（株）DataClasys

BlackBerry Japan

モバイルのハードウェアメーカーからソフトウェアメーカー
に転身した新生 BlackBerry が「いかにデータを守り、利便性
をあげるか？」をテーマにモバイルとファイル共有のセキュリ
ティ製品を展示します。

【担当部署】営業部
【連 絡 先】〒107-0052 東京都港区赤坂1-11-30赤坂1丁目センタービル 14階
【TEL】03-5575-1511
【E-mail】japansales@blackberry.com
【URL】https://www.blackberry.com/ja/jp

出展内容

出展内容

EB17

BlackBerry Japan（株）

【担当部署】Digital Identity & Security クラウドプロテクション＆ライセンシング
【連 絡 先】〒108-0075 東京都港区港南1-6-31品川東急ビル５F
【TEL】03-6744-0221
【E-mail】JPNSales@Thalesesecurity.com
【URL】www.thalesesecurity.co.jp

出展内容

EB18

（出展社紹介）

【担当部署】アカウントセールス１部
【連 絡 先】〒160-0022 東京都新宿区新宿2-4-3
【TEL】03-5360-3809
【E-mail】netsales@soliton.co.jp
【URL】https://www.soliton.co.jp/

Tenable Network Security Japan

金融庁から「平時のサイバー対策」として脆弱性対策の名前が挙
げられています。ウイルス対策ソフト、ファイアウォールでは
なくなぜ脆弱性対策の名前が出るのでしょうか。大手銀行の脆
弱性管理を事例にご説明します。

EB21

出展内容

出展内容

EB16

Tenable Network Security Japan（株）

【担当部署】セールス
【連 絡 先】〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 We Work 10F
【TEL】03-4588-3051
【URL】https://jp.tenable.com

出展内容

出展内容

EB15

出展内容

〈出展社紹介〉

EB19

ジェムアルト
（株）
Gemalto K.K.

2019 年４月にタレスグループとなったジェムアルトは、イン
ターネット・バンキングのセキュリティを強化するトータルソ
リューションを全世界の金融機関に提供しています。

【担当部署】Digital Identity & Security
【連 絡 先】〒108-0075 東京都港区港南1-6-31品川東急ビル５F
【TEL】03-6744-0221
【E-mail】jp-info@gemalto.com
【URL】https://www.gemalto.com/japan

31

EB43

出展内容

〈出展社紹介〉

FinTechゾーン
ThreatMetrix（同）

EB44

TheatMetrix

オンライン取引における詐欺目的の口座開設やカード申請、ア
カウント乗っ取り、不正送金や詐欺決済のリスクをリアルタイ
ムに判定することで、不正防止対策の安全性と優良客のフリク
ションレスの利便性を両立します。

【担当部署】マーケティング
【連 絡 先】〒100-0004 東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビル4F
【TEL】03-4577-6568
【E-mail】sales@threatmetrix.com
【URL】https://www.threatmetrix.com/ja/

出展内容

EB39

FINOLAB内

ネットムーブ（株）
NetMove

金融機関に延べ 100 社以上の導入実績を持つソリューション
『SaAT』よりスマホアプリの脆弱性調査【アプリ診断】及び認
証サービス【ポケパス】、キャッシュレス決裁サービス【ポケ
レジ】をご紹介いたします。

EB40

シナジーマーケティング（株）
Synergy Marketing, Inc.

約 6,000 件の企業様のマーケティング活動をご支援している企
業です。その知見を活かして、情報資産とも言うべき金融機関
のデータを活用したマーケティング施策を「顧客管理システム」
を通じてサポートしております。

【担当部署】金融ビジネス推進室
【連 絡 先】〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-6-20堂島アバンザ21階
【TEL】06-4797-2500
【E-mail】fbu@synergy101.jp
【URL】https://www.synergy-marketing.co.jp/

EB41

出展内容

ＦｉｎＴｅｃｈ ゾ ー ン

出展内容

ＦＩＴ２０１９

（出展社紹介）

【担当部署】ソリューション事業部 営業企画グループ
【連 絡 先】〒102-0085 東京都千代田区六番町6勝永六番町ビル3F
【TEL】03-6256-9645
【E-mail】saat@netmove.co.jp
【URL】https://www.netmove.co.jp/

（株）UNCOVER TRUTH
UNCOVER TRUTH Inc.

当社は、自社開発の UI/UX 解析ツール「USERDIVE」をはじめ
各種ツールで得られたデータを分析し、サイト改善の施策提案・
実行までを支援します。当日は無料相談も受け付けております
ので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

【担当部署】マーケティングユニット
【連 絡 先】〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町1-1住友市ヶ谷ビル６F
【TEL】03-6265-0405
【URL】https://www.uncovertruth.co.jp/

出展内容

EB42

日本ATM（株）
ATM Japan, Ltd.

●預貯金照会システム “DAIS”
●コンビニのマルチコピー機を使った銀行諸届受付サービス
●越境 EC による中国向け販路拡大支援サービス
●複数拠点と一斉連絡ができるスマホアプリ “Aldio”

【担当部署】経営企画部広報室 営業本部営業戦略室
【連 絡 先】〒105-0013 東京都港区浜松町1-30-5浜松町スクエア8F
【TEL】03-5405-1262
【E-mail】info@atmj.co.jp
【URL】https://www.atmj-g.com/
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TAS Corp.

住宅ローンなど不動産に関連する業務において多くの金融機
関様にご利用いただいております、不動産評価サービス「TASMAP」
と不動産マーケット分析ソリューション
「ANALYSTAS」
をご紹介いたします。

【担当部署】マーケティング部
【連 絡 先】〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-22-13PMO八丁堀4F
【TEL】03-6222-1023
【URL】https://corporate.tas-japan.com/

出展内容

出展内容

EB38

（株）タス

（株）YKプランニング
YKplanning Inc.

企業側が bixid コンテンツを利用する際に登録した会計データ
を活用することで、金融機関の融資システムとのシームレスな
連携が可能。法人融資に関わる金融機関の業務効率化と企業の
生産性向上を実現。

【担当部署】営業本部
【連 絡 先】〒104-0031 東京都中央区京橋3-9-4新京橋ビル５F
【TEL】0570-00-3614
【E-mail】info@yk-planning.com
【URL】https://www.yk-planning.com

ECブロック
SGシステム（株）
SG SYSTEMS CO.,LTD.

物流×ＩＴで培ったノウハウを金融機関様向けＢＰＯサービス
としてご提案させていただきます。配送はもとより書類の電子
化・保管・問合せ業務，煩雑な各種事務作業をワンストップで
ご提供させていただきます。

【担当部署】ＢＰＯ事業部 ＢＰＯ営業第２ユニット
【連 絡 先】〒140-0012 東京都品川区勝島１−１−１
【TEL】03-5767-5599
【URL】http://www.sg-systems.co.jp/

ForeVision（株）
ForeVision, Ltd.

事業者向け銀行ポータルサイト【ＤｙｎａＭＩＣ−ＳＭＡＲＴ】。
融資業務の大半を非対面化、相互コミュニケーション化するこ
とで、金融機関様における中小企業取引の収益改善に大きく貢
献いたします。

Data ForeVision, Ltd

【担当部署】日本リスク・データ・バンク株式会社 デジタルイノベーション本部
【連 絡 先】〒105-0011 東京都港区芝公園1-8-21芝公園リッジビル9階
【TEL】03-5425-2186
【E-mail】fit_info@forev.co.jp
【URL】https://www.dfv.co.jp/

日本リスク・データ・バンク（株）
The Risk Data Bank of Japan, Limited

事業者向け銀行ポータルサイト【ＤｙｎａＭＩＣ−ＳＭＡＲＴ】。
融資業務の大半を非対面化、相互コミュニケーション化するこ
とで、金融機関様における中小企業取引の収益改善に大きく貢
献いたします。

【担当部署】デジタルイノベーション本部
【連 絡 先】〒105-0011 東京都港区芝公園1-8-21芝公園リッジビル9階
【TEL】03-5425-2186
【E-mail】fit_info@forev.co.jp
【URL】https://www.riskdatabank.co.jp/

日本システム開発（株）
Nihon System Kaihatsu Co.,Ltd.

今までにないスキームを実現した RPA!
現在 RPA を導入しているものの、うまく運用出来ていない企業
様、これから RPA を導入される際に気を付けるポイント等を弊
社サービスの説明と共にご説明申し上げます。

【担当部署】クリエイティブセールス部
【連 絡 先】〒163-0647 東京都新宿区西新宿1-25-1新宿センタービル 47F
【TEL】03-5324-0123
【E-mail】rpa-sol@nskint.co.jp
【URL】https://www.nskint.co.jp/

EC07

（株）xenodata lab.
xenodata lab.,inc.

過去の膨大な開示資料やニュースデータを独自の自然言語処理
技術で解析し、経済事象間の因果関係を抽出することによって、
需要や企業業績の変動、様々な損失リスクや収益機会を予測し
可視化します。

【担当部署】営業開発本部
【連 絡 先】〒150-0046 東京都渋谷区松濤1-29-1渋谷クロスロードビル5F
【TEL】080-7976-0808
【E-mail】exhibition@xenodata-lab.com
【URL】https://xenobrain.xenodata-lab.com/

EC08

ESRIジャパン（株）
Esri Japan Corporation

ESRI ジャパンでは、マーケティングや BCP 対策を実現する地
図情報システム「ArcGIS」をご提供しています。ブースでは、
皆さまの活動効率を向上する金融業務向けソリューションを提
案しています。

【担当部署】マーケティンググループ
【連 絡 先】〒102-0093 東京都千代田区平河町2-7-1塩崎ビル
【TEL】03-3222-3941
【E-mail】gisinfo@esrij.com
【URL】https://business-map.esrij.com/

EC09

出展内容

出展内容

EC03

SHIFT Inc.

株式会社 SHIFT はソフトウェアの品質保証・テストを提供して
います。
「DX 時代に必要な金融 IT サービスの品質とは！品質保
証の専門家が導き出した現実解」と題したセミナーを開催しま
す。ぜひご参加ください。

【担当部署】営業本部 マーケティンググループ
【連 絡 先】〒106-0041 東京都港区麻布台メソニック39MTビル
【TEL】03-6809-2979
【E-mail】marketing@shiftinc.jp
【URL】http://www.shiftinc.jp/

出展内容

出展内容

EC02

（株）SHIFT

ＥＣブロック

事業者向け銀行ポータルサイト【ＤｙｎａＭＩＣ−ＳＭＡＲＴ】。
融資業務の大半を非対面化、相互コミュニケーション化するこ
とで、金融機関様における中小企業取引の収益改善に大きく貢
献いたします。

EC06

ＦＩＴ２０１９

データ・フォアビジョン（株）

Morisawa Inc.

金融業界でもユニバーサルデザインが求められております。 モ
リサワは金融業界においてもっとも大事な情報伝達においての
正確性、とりわけ視認性・可読性に優れたユニバーサルデザイ
ン書体を提案 いたします。

【担当部署】フォントソリューション課
【連 絡 先】〒162-1620 東京都新宿区下宮比町2-27
【TEL】03-3267-1305
【E-mail】fontsolution@morisawa.co.jp
【URL】https://www.morisawa.co.jp/

出展内容

出展内容

EC02

（株）モリサワ

（出展社紹介）

【担当部署】日本リスク・データ・バンク株式会社 デジタルイノベーション本部
【連 絡 先】〒105-0011 東京都港区芝公園1-8-21芝公園リッジビル9階
【TEL】03-5425-2186
【E-mail】fit_info@forev.co.jp
【URL】https://www.forev.co.jp/

TORUS.CO.LTD

不動産登記情報とビッグデータを掛け合わせることで、お客様
の様々な問題解決をしています。不動産登記周りの手作業、ア
ナログ作業の自動化やアウトソーシングの提案により、お客様
に「時間」を還元しています。

EC05

出展内容

出展内容

EC02

（株）
トーラス

【担当部署】営業部
【連 絡 先】〒102-0083 東京都千代田区麹町3-2-3エヌワンビル 4階
【TEL】03-6256-9570
【E-mail】takashi_tebakari@torus.co.jp
【URL】https://www.torus.co.jp/

出展内容

出展内容

EC01

出展内容

〈出展社紹介〉

EC04

（株）エビリー
Eviry Inc.

〜金融サービスの情報提供は動画の時代に〜
・金融のサービスや金融商品は複雑でなかなか伝わらない
・セミナーでは遠方の方、 時間の合わない方に情報を届けられない
動画ならそのような課題を一気に解決します！

【担当部署】ビデオソリューション事業部
【連 絡 先】〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-3-9ヒューリック渋谷一丁目ビル B1
【TEL】03-6452-8917
【URL】https://eviry.com/
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アドバンスデザイン（株）
ADVANCED DESIGN CORP.

PC やサーバ廃棄時・リース返却時の情報漏えい対策として、
自社で確実・適切にデータ消去を実施することができる製品を
展示いたします。導入しやすく、操作性にも優れ瞬間的に HDD
内のデータを消去します。

【担当部署】営業企画部
【連 絡 先】〒210-0854 神奈川県川崎市川崎区浅野町4-13
【TEL】0120-290-189
【URL】https://www.a-d.co.jp/

（株）
リンク・プロセシング
Link Processing Co.,Ltd.

クレジット、銀聯、FeliCa 系電子マネーに加え、急速に広がっ
ている QR 決済まで 1 台で対応可能なオールインワン決済端末
ソリューションを展示。また口座振替受付をペーパレス化する
ソリューションも展示。

【担当部署】マーケティング部
【連 絡 先】〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-12紀尾井町ビル11F
【TEL】03-6272-3560
【E-mail】info@linkprocessing.co.jp
【URL】https://www.linkprocessing.co.jp/

弁護士ドットコム（株）
Bengo4.com,Inc.

国内シェア No.1 の電子契約サービス【クラウドサイン】日本
の法律に特化した弁護士監修の電子契約サービスで、従来の「紙
と印鑑の契約書」より速く安全に契約締結をすることができま
す。金融業界での導入実績多数！

EC13

ＥＣブロック

出展内容

ＦＩＴ２０１９

（出展社紹介）

【担当部署】クラウドサイン事業部
【連 絡 先】〒106-0032 東京都港区六本木3丁目4−33マルマン六本木ビル9階
【TEL】03-5544-8416
【E-mail】sales@cloudsign.jp
【URL】https://www.cloudsign.jp/

PRINTING

CO.,LTD.

（株）長塚電話工業所

Nagatsuka Denwa Kougyosyo Co.Ltd

モノづくりにこだわる創業 82 年の長塚電話工業所がお客様応
対時の内容を集音する対面録音マイク「ピアボイス」を開発・発
売しました。対面録音マイク「ピアボイス」及び対面録音、音声
テキスト化を展示します。

【担当部署】営業推進部
【連 絡 先】〒213-0031 神奈川県川崎市高津区宇奈根６４３−３
【TEL】080-4294-3083
【E-mail】mano@nagatsuka.co.jp
【URL】http://www.nagatsuka.co.jp

EC18

（株）
ＫＩＣＯシステムズ
ＫＩＣＯ ＳＹＳＴＥＭＳ

ＫＩＣＯシステムズでは様々なセキュリティソリューションをご紹介してお
ります。 中でも注力しているのがプリンターセキュリティソリューションの
『PrintChaser＋Paper-X』です。PrintChaserは出力から破棄までの
ライフサイクルを管理・制御しお客様の印刷物の情報漏洩を防止致します。

【担当部署】営業部
【連 絡 先】〒102-0073 東京都千代田区九段北 1-8-1 九段 101ビル 5 階
【TEL】03-3556-7003
【E-mail】solution@kico.co.jp
【URL】https://www.kico.co.jp

Confirmation.com Japan
Confirmation.com Japan

残高確認のデファクト・スタンダード【世界標準】170 ヵ国、
16000 の監査法人と 4000 の銀行・証券（含、世界トップ 100
中の 88 行）が利用する「デジタル監査確認プラットフォーム」
をご紹介します。

【担当部署】マーケティング部
【連 絡 先】〒100-0004 東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビル1F "SPACES"
【TEL】03-6841-3918
【E-mail】info-japan@confirmation.com
【URL】https://ap-jp.confirmation.com/

出展内容

EC14

（株）ショーケース
Showcase

シ ョ ー ケ ー ス が 得 意 と す る EFO ツ ー ル や 高 精 度 の OCR・
eKYC サービスを使った、ユーザーの負を解消する SaaS 型
サービスをご紹介しております。

【担当部署】カスタマーサクセス事業部 営業本部
【連 絡 先】〒106-0032 東京都港区六本木六本木ファーストビル 14F
【TEL】03-5575-5108
【E-mail】info@showcase-tv.com
【URL】https://www.showcase-tv.com/

（株）Liquid
Liquid, Inc.

生体認証の会社だからできる高精度の画像処理で、オンライン
で本人確認を完了する「LIQUID eKYC」を展示。生体認証技術
を活用して①本人登録（初回登録）と②認証（利用都度）のプラッ
トフォームをクラウドで提供しています。

【担当部署】事業推進部
【連 絡 先】〒100-0004 東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビル2階
【TEL】03-4530-3002
【E-mail】japan@liquidinc.asia
【URL】https://liquidinc.asia/

〈出展社紹介〉

総合受付ブロック
総合受付前（株）セブン銀行
出展内容

出展内容

EC15

34

KYODO

改正犯収法に対応した「口座開設ｗｅｂアプリ」をご紹介しま
す。専用アプリのダウンロード不要で口座開設の機会を逃しま
せん。展示会ではデモをご用意します。ぜひこの機会にご体感
ください。

EC17

出展内容

出展内容

EC12

共同印刷（株）

【担当部署】ビジネスメディア事業部 事業開発部事業開発2課
【連 絡 先】〒112-8501 東京都文京区小石川４丁目１４−１２
【TEL】03-3817-2655
【E-mail】yu_sugii@kyodoprinting.co.jp
【URL】http://www.kyodoprinting.co.jp/

出展内容

出展内容

EC11

EC16

出展内容

出展内容

EC10

Seven Bank, Ltd.

近年、フィンテックをはじめとする技術革新により新たな金
融サービスが次々と生み出されています。セブン銀行では、
2019 年 9 月に記者発表しました次世代 ATM のデモ機を出展。
顔認証によるお取引を体験頂く予定です。

【担当部署】企画部 CSR・広報室
【連 絡 先】〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目6番1号
【TEL】03-3211-3041
【URL】https://www.sevenbank.co.jp/

〈出展社紹介〉

FIT特別セミナー
デジタル時代の金融ビジネス・モデル変革をテーマに、銀行
DX の潮流をはじめ、AI モデル開発プラットフォーム、API エコ
ノミー、次世代営業店などの IBM の最新ソリューションとその
活用事例をご紹介します。

【担当部署】M&C マーケティング
【連 絡 先】〒103-8510 東京都中央区日本橋箱崎町19-21 IBM箱崎ビルCD900
【TEL】050-3150-4815
【E-mail】e30248@jp.ibm.com
【URL】https://www.ibm.com/jp-ja/industries/banking-financial-markets

G棟FITセミナー
G402-03（株）アドバンスト・メディア
講演内容

講演内容

25日・午後 日本アイ・ビー・エム（株）
E4会場 IBM Japan, Ltd.

〈出展社紹介〉

Advanced Media, Inc.

〜国内シェア No.1 の AI 音声認識技術「AmiVoice」〜
講師に武蔵野銀行様をお迎えし、金融機関における「コンプラ
イアンス対応」
「事務効率化」のための、音声認識の活用方法を
ご紹介致します。

【担当部署】STF事業部
【連 絡 先】〒170-6042 東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 42階
【TEL】03-5958-1522
【URL】https://www.advanced-media.co.jp/

講演内容

G409-10（有）竹橋経営コンサルティング
Takebashi Management Consulting Co.,Ltd

弊社の「ICAROS-V」は、決算データ等から資金繰り予想を自
動で作成し、融資時期と金額を予測します。資金繰りから取引
先の経営課題発掘が可能となり、経営者を改善行動に導くソ
リューションを提供します。

Sprocket , Inc.

【担当部署】マーケティング＆コミュニケーション
【連 絡 先】〒153-0043 東京都目黒区東山1-2-7第44興和ビル2F
【TEL】03-6303-4123
【E-mail】info@sprocket.bz
【URL】www.sprocket.bz

講演内容

G510-10 宣研ロジエ（株）
SENKEN ROSIER Co.,LTD.

2020 年のプログラミング教育必修化に伴う、金融機関のプロ
グラミング教室市場への関わり方、金融機関の新しいビジネス、
地域の事業活性化など聞いて得する必聴のセミナーです。

【担当部署】営業企画部
【連 絡 先】〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町3番7号シオセブンビル3F
【TEL】03-3359-5161
【URL】http://www.senkenrosier.com/

講演内容

G510-10（株）ミスターフュージョン
Mr.Fusion Co.,Ltd

教育とエンターテインメントを融合しテクノロジーを活用し
て、すべての人にプログラミング教育を通じた成長する楽しさ
を伝えています。新たなマーケット開拓をしたい企業様向けに
新規参入事例をお伝えいたします。

ＦＩＴ特別セミナー／Ｇ棟ＦＩＴセミナー

ユーザーのサイト上の行動データを活用して最適なタイミング
でポップアップを表示し、態度変容を促す統合 Web 接客プラッ
トフォーム「Sprocket」
。銀行、保険、カード等において急速
に採用がすすんでいます。

ＦＩＴ２０１９

講演内容

G502-10（株）Sprocket

（出展社紹介）

【担当部署】営業部
【連 絡 先】〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-5第一大隆ビル3Ｆ
【TEL】03-6407-8799
【E-mail】info@ai-shikin.com
【URL】https://ai-shikin.com/

【担当部署】DATA MARKETING Contact
【連 絡 先】〒108-0075 東京都港区港南 2 丁目 4-13 スターゼン品川ビル 3F
【TEL】03-5495-7355
【E-mail】info@mrfusion.co.jp
【URL】https://mrfusion.co.jp
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講演内容

G610-04 シトリックス・システムズ・ジャパン（株）
Citrix Systems Japan K.K.

Citrix Intelligent Workspace によって、どのように従業員の
業務の効率化を支援できるのか、シンクラタブレット環境での
銀行業務に必須となる電子サイン技術の強化ポイントをご紹
介。

【担当部署】マーケティング本部
【連 絡 先】〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-1霞が関コモンゲート西館23Ｆ
【TEL】03-4577-5900
【E-mail】cust_mtg@citrix.co.jp
【URL】https://www.citrix.co.jp/

Nexaweb Japan,Inc.

情報システムの利用環境は様々な端末やブラウザの時代とな
り、その環境をどう統制するのか、またどう開発するのかが重
要です。” マルチプラットフォーム 「
” nexacro platform」が課
題を解決します。

【担当部署】マーケ＆営業企画本部
【連 絡 先】〒101-0021 東京都千代田区外神田5-3-1秋葉原OSビル10階
【TEL】03-5812-6358
【E-mail】sales@nexaweb.co.jp
【URL】https://www.nexaweb.co.jp/

B5特別セミナー
24日・終日 NEC
B5(1)会場 NEC Corporation
講演内容

講演内容

G610-09 日本ネクサウェブ（株）

〈出展社紹介〉

NEC では「デジタル化で実現する高度な顧客サービス」をテー
マに、
「AI」、
「データ分析」
、
「生体認証」
、
「オープン API」等を活
用した事例セミナーを、B5 会場で 3 セッション実施いたしま
す。

【担当部署】第二金融ソリューション事業部 デジタルインテグレーション本部
【連 絡 先】〒105-8540 東京都港区芝三丁目23-1
			
セレスティン芝三井ビル
【E-mail】fit_event@fsp.jp.nec.com
【URL】https://jpn.nec.com/nvci/finance/index.html

講演内容

24日・午前 NTTコミュニケーションズ（株）
B5(2)会場 NTT Communications Corporation
デジタルトランスフォーメーション時代におけるビジネスプロ
セス改革について、AI・RPA および Box 等を活用した先進事例
をセミナー講演にてご紹介させていただきます（10 月 24 日 10
時〜 12 時半）。

24日・午後 Sansan（株）
B5(2)会場 Sansan, Inc.

Sansan は、これまでにない名刺管理サービスです。名刺だけ
でなく、あらゆる「顧客データ」を連携することで、いままで気
づかなかったビジネスチャンスにも最適なアプローチができる
ようになります。

【担当部署】マーケティング部
【連 絡 先】〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-52-2青山オーバルビル13F
【TEL】03-6419-3033
【URL】https://jp.sansan.com/

25日・午前 （株）セールスフォース・ドットコム
B5(1)会場 salesforce.com Co.,Ltd.
講演内容

10 月 25 日の特別セミナーでは、顧客と新しい形で関係強化
をはかりいかに新しいビジネス価値の創造を実現していくべき
か、Salesforce を採用されたお客様の変革への取り組み事例を
ご紹介します。

【担当部署】マーケティング本部
【連 絡 先】〒100-7012 東京都千代田区丸の内2-7-2 ＪＰタワー12階
【TEL】0120-733-257
【URL】https://www.salesforce.com/jp/

25日・午後 アバナード（株）
B5(1)会場 Avanade Japan K.K.
講演内容

Ｇ棟ＦＩＴセミナー／Ｂ５特別セミナー

講演内容

ＦＩＴ２０１９

（出展社紹介）

【担当部署】アプリケーション＆コンテンツサービス部
【連 絡 先】〒100-8019 東京都千代田区大手町２-３-１
			
大手町プレイスウエストタワー29階
【E-mail】box@ntt.com
【URL】https://www.ntt.com/index.html

リーディングデジタルイノベーターであるアバナードは、国
内外における金融業のお客様がスムーズにデジタルトランス
フォーメーションを実行するサポートをしています。今回は
RPA を中心にご紹介します。

【担当部署】マーケティング
【連 絡 先】〒106-6009 東京都港区六本木1-6-1泉ガーデンタワー 9F
【TEL】03-6234-0150
【E-mail】tokyo@avanade.com
【URL】https://www.avanade.com/ja-jp
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B7セミナー
SoftBank Corp.

10/24（木）13:20 より B7(1) 会場にて金融機関限定で「ソフト
バンクとトレジャーデータ協業で実現する、金融業界のデータ
マーケティング事例」と題し、データを活用した企業競争力向
上のヒントをご紹介します。

A.I. Squared, Inc.

自動応対、自動要約・分類といった AI 自動化システムの体験デ
モをメインに、コールセンター等における業務効率化を始め、
総務・人事領域の問合せ、議事録作成支援などの活用事例をご
覧いただけます。

【担当部署】営業部
【連 絡 先】〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-9-3フォレスト秋葉原ビル8F
【TEL】03-4531-9910
【E-mail】contact@ai2-jp.com
【URL】https://www.ai2-jp.com/

B7(1)-10（株）レコモット
講演内容

講演内容

B7(1)-03 ソフトバンク（株）

講演内容

〈出展社紹介〉

B7(1)-09（株）エーアイスクエア

recomot Inc.

新たに、
「moconavi クラウドサービス」が FISC 準拠し、金融
機関向けにサービス提供を開始いたしました。セミナーでは、
その取り組みと利便性を紹介させていただきます。

B7(1)-03 トレジャーデータ（株）

B7(2)-01（株）ビービット

Treasure Data inc.

講演「ソフトバンクとトレジャーデータ協業で実現する、金融
業界でのデータマーケティング事例（10/24・B7 会場）」では
保険、証券、カード、銀行等におけるデジタルマーケティング
についてご紹介します。

講演内容

【担当部署】マーケティング本部
【連 絡 先】〒102-0083 東京都千代田区麹町3-3-8丸増麹町ビル8F
【URL】https://recomot.co.jp/

講演内容

【担当部署】法人プロダクト＆事業戦略本部
デジタルマーケティング事業統括部 事業戦略部
【連 絡 先】〒105-7317 東京都港区東新橋1-9-1東京汐留ビルディング16階
【問い合わせ】https://www.softbank.jp/biz/contact/ad/
【URL】https://www.softbank.jp/biz/ad/

beBit,inc.

本セッションでは、アフターデジタル時代における地銀マーケ
ティングの最新情報を、常陽銀行様の具体的事例をもとに紐解
きます。

SoftBank Corp.

KPMG Consulting Co., Ltd.

デジタル時代のオペレーション改革
〜 サステナビリティと全体最適の追求 〜

B7(1)-06 Fenergo Japan（株）

B7(2)-09 テックタッチ（株）

Fenergo Japan

FATF 第四次対日相互審査を控え AML/CFT への注目が高まっ
ている。金融機関のデジタル化と規制対応をどう両立すれば良
いのか。RegTech 企業である “Fenergo” が、海外事例を使っ
て紹介します。

【連 絡 先】〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-6-2 新丸の内センタービル 21 階
【TEL】03-6634-7724
【URL】www.fenergo.com

講演内容

【担当部署】マーケティング＆コミュニケーション
【連 絡 先】〒100-0004 東京都千代田区大手町
			
大手町フィナンシャルシティサウスタワー
【TEL】03-3548-5307
【URL】https://home.kpmg.com/jp/ja/home/about/kc.html

講演内容

【担当部署】法人プロダクト&事業戦略本部 クラウド事業推進部
【連 絡 先】〒105-7316 東京都港区東新橋1-9-1東京汐留ビルディング16階
【URL】https://www.softbank.jp/biz/cloud/paas/kony/

Ｂ７セミナー

10/24（木）16:40 よ り B7(1) 会 場 に て モ バ イ ル ア プ リ ケ ー
ション開発プラットフォームサービス「Kony」と銀行向けに開
発した「KonyDBX」
、データ分析ツール「Tableau」について
ご紹介いたします。

ＦＩＴ２０１９

B7(2)-02 KPMGコンサルティング（株）

Techtouch

マニュアルを用意しても、操作方法の問い合わせや、入力ミス
の対応に結局時間を費やしている。そんな課題を解決する画期
的なソリューション。画面上で操作手順をガイダンス。もうマ
ニュアルも IT 知識もいりません。

【担当部署】営業
【連 絡 先】〒100-6005 東京都千代田区霞ヶ関3-2-5
			
霞が関ビルディング5階 31VENTURES霞が関
【TEL】03-4334-8109
【URL】https://techtouch.co.jp/

Nutanix,Inc

【担当部署】マーケティング
【連 絡 先】〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-1大手町パークビル7F
【TEL】03-4588-0520
【E-mail】jp-events@nutanix.com
【URL】www.nutanix.jp

講演内容

講演内容

B7(1)-08 ニュータニックス・ジャパン（同） B7(2)-10 コグニティ（株）
クラウドファーストのシステム検討が加速していますが、コス
ト、セキュリティー、迅速性、災害対策など課題は多く、既存
IT インフラを定期的にリプレースするだけでは解決できませ
ん。事例を含め解決方法を探ります。

（出展社紹介）

B7(1)-05 ソフトバンク（株）

講演内容

【担当部署】エクスペリエンスデザイン支援事業部
【連 絡 先】〒100-0004 東京都千代田区大手町2-2-1新大手町ビル10階
【TEL】050-1746-1635
【URL】http://www.bebit.co.jp

講演内容

【担当部署】マーケティング
【連 絡 先】〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5丸の内北口ビル9階
【E-mail】sdr-jp@treasure-data.com
【URL】https://www.treasuredata.co.jp/

COGNITEE

弊社の AI サービス「UpSighter（アップ・サイター）」で営業トー
クを分析・比較し、若手の営業力アップにつなげる方法をお伝
えします。みずほフィナンシャルグループ様に導入事例をご紹
介いただきます。

【担当部署】事業推進部
【連 絡 先】〒141-0021 東京都品川区上大崎2-13-32富田ビル802号室
【TEL】03-4212-8445
【E-mail】up@cognitee.com
【URL】http://cognitee.com
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同時
開催

〈出展社紹介〉

第8回

金融機関店舗フェア

金融機関の店舗業務に関する展示を 1 カ所に集約しました。店舗改革の最前線を是非ご覧下さい。

（株）日立ソリューションズ東日本
Hitachi Solutions East Japan,Ltd.

生産性 ･ 作業効率化ツール RPA 運用管理と簡単アプリ作成ツー
ル AppSQUARE を組合せ、RPA 運営統制整備にかかる時間と
コストを大幅削減し、スピーディな RPA 導入と本番稼働を徹
底支援。金融機関導入事例もご紹介します。

【担当部署】パッケージビジネス推進本部 プロモーショングループ
【連 絡 先】〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町１２-１川崎駅前タワー・リバーク
【TEL】044-210-1904
【E-mail】hse-info@hitachi-solutions.com
【URL】http://www.hitachi-solutions-east.co.jp/

（株）日立ソリューションズ西日本
Hitachi Solutions West Japan, Ltd.

Area Power 営業情報可視化サービスでは、営業活動で収集
した顧客情報や案件情報を組織的営業を協力サポート。事務リ
スク管理システムでは、事務品質向上と業務フロー改善を支援。

【担当部署】事業企画本部 広報・宣伝部
【連 絡 先】〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀3番33号 広島ビジネスタワー
【TEL】082-511-8211
【E-mail】osamu.muneyoshi.zy@hitachi-solutions.com
【URL】https://www.hitachi-solutions-west.co.jp

（株）日立ソリューションズ・クリエイト
Hitachi Solutions Create, Ltd.

金融機関向けに特化したタブレットソリューションをご紹介し
ます。金融機関の現場におけるさまざまな業務をタブレットで
支援し、お客さまへのサービス品質や業務効率の向上を実現し
ます。

【担当部署】コーポレート・コミュニケーション部 マーケティング・プロモーショングループ
【連 絡 先】〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-6
			
日立ソリューションズタワーB 7F
【TEL】0120-954-536
【URL】https://www.hitachi-solutions-create.co.jp/index.html

出展内容

T02

東芝デジタルソリューションズ（株）
TOSHIBA DIGITAL SOLUTIONS CORPORATION

金融機関のデータを ICT で更に便利にしませんか？業務効率化
を図る音声認識、情報共有を促進する MicrosoftTeams、話題
の情報銀行についてデモを交えてご紹介します。

【担当部署】ＩＣＴソリューション事業部 金融・情報ソリューション営業部
【連 絡 先】〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４
【TEL】044-331-1129
【URL】https://www.toshiba-sol.co.jp/

出展内容

T03

リコージャパン（株）
RICOH JAPAN Corporation

~ 顧客接点強化・業務改善へのお役立ち ~
店舗改革・渉外営業強化、および業務改善による収益性、生産
性向上を実現するための、実績あるソリューションをご紹介い
たします。

【担当部署】販売事業本部 MA事業セクター 金融事業部 事業戦略部 マーケティングG
【連 絡 先】〒108-0023 東京都港区芝浦3-4-1グランパワー 11階
【TEL】050-3817-2395
【E-mail】hiroyuki_miyano@jp.ricoh.com
【URL】https://www.ricoh.co.jp/

38

J-SCube inc.

バックオフィスでの業務効率化を中心に、デジタル化時代の各
種サービスとプロダクトを体感いただきます。今回は、行政照
会サービスや新型メーリングソリューションを中心に、実演を
交えてご紹介します。

T04

トッパン・フォームズ（株）
TOPPAN FORMS CO.,LTD.

世界初の AI 搭載レジ「ワンダーレジ」が複数商品の一括認識に
よりスピード会計を実現。当日はワンダーレジのデモ実演に加
え、環境に配慮した強化ダンボール版も展示いたします。

【担当部署】デジタルイノベーション本部 販売促進部
【連 絡 先】〒105-8311 東京都港区東新橋 1-7-3
【TEL】03-6253-6000
【URL】https://www.toppan-f.co.jp

T05

出展内容

金融機関店舗フェア

（出展社紹介）

出展内容

T01

（株）ジェイエスキューブ

【担当部署】ソリューション事業部 第二営業本部 第一営業部
【連 絡 先】〒135-0062 東京都江東区東雲1-7-12KDX豊洲グランスクエア5F
【TEL】03-6204-2621
【E-mail】FIT2019@j-scube.com
【URL】http://www.j-scube.com/

出展内容

出展内容

T01

T04

出展内容

出展内容

T01

（株）秀光

Shukoh Co., Ltd.

70 年以上にわたり培ってきた金融店舗づくりのノウハウで、
レイアウト、設計監理、外観も含めたトータルデザインをご提
案いたします。また、出張セミナーもご要望に合わせてご用意
いたしますので、ご相談ください。

【担当部署】東京営業ユニット
【連 絡 先】〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地ソリッドスクエア
【TEL】044-543-5051
【E-mail】info@shukoh.co.jp
【URL】http://www.shukoh.co.jp/

同時
開催

〈出展社紹介〉

第5回

金融機関
のための

人事・研修フェア

金融機関が喫緊の課題とする「人材の育成・活用」 のための展示とセミナーを開催します。

（株）
ビズアップ総研
Bizup Research Institute Inc.

新人研修からエキスパート育成まで、効率的で効果的な研修体
制を実現する Web 動画研修システム「金融機関 e-JINZAI」。講
座数は 1600 超で日本最大級の金融機関向けオンライン講座と
なっております。

【担当部署】営業部
【連 絡 先】〒105-7110 東京都港区東新橋1-5-2汐留シティセンター10階
【TEL】03-3569-0968
【URL】http://www.mw-ejinzai.com/

（株）日本マンパワー
nipponmanpower

日本マンパワーは人と組織の課題を解決するキャリア開発、人
材開発、組織開発のソリューションをご提供しています。豊富
な事例をご紹介できますので、ご興味のある方はお気軽にブー
スにお立ち寄りください！

【担当部署】マーケティング部
【連 絡 先】〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町47-1
【TEL】03-5294-5041
【E-mail】nmp-houjin@nmp-g.jp
【URL】https://www.nipponmanpower.co.jp/cp/

（一社）相続診断協会

Japan Inheritance Diagnosis Association

全国合格者数 3 万 8000 名を突破。相続について関心が高まる
昨今、金融・証券業界で求められている相続知識学習資格「相
続診断士」の、特別試験対策講座付き集合試験のご案内をいち
早くお届け。

【担当部署】事務局
【連 絡 先】〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-13-9FORECAST人形町7F
【TEL】03-6661-9593
【E-mail】info@souzokushindan.com
【URL】https://souzokushindan.com/index.html

TAC（株）

【担当部署】検定開発室
【連 絡 先】〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18TAC本社ビル４階
【TEL】03-5276-5825
【E-mail】umeki@tac-school.co.jp
【URL】https://www.tac-school.co.jp/

（株）MS&Consulting
MS&Consulting

サービスチーム力診断（従業員満足度調査）は、のべ 75 万人の
ES ビッグデータからの分析を基に、店舗（組織）毎に、強み弱
みや早急に改善するべきポイント、改善活動リコメンド機能を
設けています。

【担当部署】リレーション事業本部
【連 絡 先】〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町４−９
			
小伝馬町新日本橋ビルディング
【TEL】03-5649-1185
【URL】https://www.msandc.co.jp/

人08

（株）エフアンドエム
F&M co.,ltd

経営者・経営幹部・事業承継者のためのビジネススクール「経
営の実践」や「稼ぐこと」にこだわり抜いた経営道場です！中小
企業支援を行うエフアンドエムの後継者塾のノウハウを全て開
示します！

【担当部署】中小企業コンサルティング事業本部
【連 絡 先】〒104-0031 東京都中央区京橋1-2-5京橋TDビル６F
【TEL】03-6225-3009
【URL】https://ggbk.jp/

人09

（株）アイリックコーポレーション
IRRC Corporation

保険・ローン販売業務を自動化する、革新的なテクノロジー
『AI-OCR・ロボアド』をご紹介します。すぐに使えるシステム
から、今後銀行の保険・ローン販売を抜本的に変えるソリュー
ションまでご案内します。

【担当部署】エージェントソリューション部
【連 絡 先】〒113-0033 東京都文京区本郷2-27-20本郷センタービル4F
【TEL】03-5840-9554
【E-mail】hs@irrc.co.jp
【URL】https://hs.irrc.co.jp/

人10

出展内容

出展内容

人05

【担当部署】デザインマーケティング部
【連 絡 先】〒910-0347 福井県坂井市丸岡町熊堂3-1-6-7
【TEL】0776-67-6112
【E-mail】eigyo@ccu.co.jp
【URL】https://www.ccu.co.jp/

のための

ＴＡＣでは、時代の要請に応える金融人材を育成するため、多
数の金融系資格講座や企業研修をご提供しております。今回の
出展では、各講座から厳選した教育教材をご紹介致します。

CCU Co., Ltd.

（出展社紹介）
金融機関人事・研修フェア

TAC Co., Ltd.

（株）シー・シー・ユー

地銀様、第二地銀様、信金様、労金様、ＪＡ様がご導入の人事
給与就業システムをご紹介します●人事・給与・就業システ
ム充実したサブシステム群で業務をサポートします●明細配信
サービス●渉外支援システム

出展内容

出展内容

人04

4COLORS CO., LTD.

パワーポイントのファイルをアップロードするだけ。誰でも最
短 5 分で動画が完成！
社内研修用 e ラーニングコンテンツや業務マニュアル、営業支
援ツールなど、幅広いシーンでご活用いただけます。

人07

出展内容

出展内容

人03

（株）4COLORS

【連 絡 先】〒221-0834 神奈川県横浜市神奈川区台町14-15栄ビル4階
【TEL】045-548-4594
【URL】https://www.pip-maker.com/

出展内容

出展内容

人02

人06

出展内容

出展内容

人01

（株）経済法令研究会

Economic Legal Research Institute

金融業界で活躍される方向けに、実務知識の取得や向上をめざ
すための教育ツール（通信講座・検定試験など）を紹介いたしま
す。

【担当部署】営業推進部
【連 絡 先】〒162-8421 東京都新宿区市谷本村町3-21
【TEL】03-3267-4810
【E-mail】eisui@khk.co.jp
【URL】https://www.khk.co.jp/

39

地方創生とデータ利活用ビジネスをテーマにセミナーを行いま
す。銀行による事例等もご紹介いたしますので是非 FIT2019
セミナーにご参加ください。

【担当部署】メディアサービス事業推進室
【連 絡 先】〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-8-10 JS渋谷ビル9階
【TEL】03-3713-9339
【URL】https://ngen.jp

講演内容

G405-05 ワークデイ（株）
G405-10 Workday K.K.

Workday HCM ( ヒューマンキャピタルマネジメント ) は、事
業の成長に向けて攻めの経営を目指す企業の皆様に向けて、
データを活用した戦略分析による人財採用・育成・最適な配置
までを実現するソリューションです。

【担当部署】マーケティング
【連 絡 先】〒107-0062 東京都港区南青山3-11-13新青山東急ビル7F
【TEL】03-4572-1200
【E-mail】contact.japan@workday.com
【URL】https://www.workday.com/ja-jp/homepage.html

（出展社紹介）
人事・研修フェア

金融機関
のための
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G405-08（株）富士通マーケティング
講演内容

講演内容

G405-02 （株）N.ジェン
G405-07 N.GeN Corporation

FUJITSU MARKETING LIMITED

最 新 の サ イ バ ー イ ン シ デ ン ト と 対 策 を ご 紹 介 し た う え で、
CSIRT 構築に向けた組織化、担務別人材育成のあり方、CSIRT
実働に向けた実践訓練方法など具体的手法を講義致します。

【担当部署】公共・金融ビジネス推進統括部
【連 絡 先】〒108-6207 東京都港区港南2-15-3品川インターシティーＣ棟
【TEL】03-6712-3220
【URL】jp.fujitsu.com/fjm/

デジタル改革
フォーラム
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FIT 事務局

TEL.03-5860-7130

〒 102-8677 東京都千代田区九段南 4-3-15

