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FITセミナー……………………（2日間・25セッション/無料）
FIT特別セミナー………………（2日間・11セッション/無料）
G棟FITセミナー… ……………（2日間・46セッション/無料）
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・11セッション/無料）
D5セミナー… ………………… （2日間・9セッション/無料）
D7セミナー… ………………… （2日間・7セッション/無料）

人事・研修フェア金融機関
のための第6回

〜 変革期を支える人材育成の実現 〜

同 時 開 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】 fit@nikkin.co.jp

後　援 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
 公益財団法人 金融情報システムセンター（FISC）
主　催  　共　催

10:00 〜18:00
（両日とも）日  時／ 2021年10月14日（木）・15日（金）

会  場／ 東京国際フォーラム（東京・有楽町） 
 ホールE・ホールB5・ホールB7・ホールD5・ホールD7・ガラス棟

URL ／ https://fit-tokyo.nikkin.co.jp/

 テーマ テーマ
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〈AｰZ順・50音順〉出展社一覧
会場全体図

●開催概要 … …………………………………………………… Ｐ.3

●出展社一覧 … …………………………………………………… Ｐ.4

●フロア紹介
　展示会場・セミナー会場…………………………………………… Ｐ.6

●セミナー紹介
　10月１4日（木）…………………………………………………… Ｐ.８
　10月１5日（金）………………………………………………… Ｐ.1２

●出展社紹介
　◆FIT2021（金融国際情報技術展）
　　EAブロック（FinTechゾーン、AI・RPAゾーン含む）………………Ｐ.16
　　EBブロック（セキュリティゾーン、店舗ゾーン含む）…………………Ｐ.22
　　G棟FITセミナー… ……………………………………………Ｐ.26
　　B5特別セミナー… ……………………………………………Ｐ.27
　　B7セミナー… …………………………………………………Ｐ.27
　　D5セミナー… …………………………………………………Ｐ.28
　　D7セミナー… …………………………………………………Ｐ.28
　◆第6回…金融機関のための人事・研修フェア……………………Ｐ.29

※掲載されている会社名・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。

目次

出展社名 コマ番号 内容頁

(株)4COLORS EA23 18
Backbase Japan(株)  B7(2)会場 27
Blue Prism(株) G510会場 26
(株)Box Japan EA08 16
Creww(株) EB03 22
DataRobot Japan G610会場 26
eBaoTech Japan(株) EB38 24
Elasticsearch(株) D5会場 28
Eltropy Japan(同) EB37 24
Finastra G502会場 26
ＦＰＴジャパンホールディングス(株) EA13 17
ＪＦＥシステムズ(株) EA24 18
(株)JON EA64 20
(株)JSOL EA73 21
LexisNexis Risk Solutions EA69 21
(株)M&Aナビ EA19 17
(株)MILIZE EA01 16
nCino(株) EA17 17
NEC B5(1)会場 27
Nota(株) D5会場 28
NTTアドバンステクノロジ(株) EB31 24
NTTコミュニケーションズ(株) D7会場 28
(株)NTTデータ EA73 21
(株)NTTデータエービック EA67 21
NTTテクノクロス(株) EB07 22
NTTビジネスソリューションズ(株) EA12 17
(株)N.ジェン G502会場 26
Okta Japan(株) D7会場 28
(株)PFU EA30 18
PingCAP(株) EA63 20
Sansan(株) EA37 18
SGシステム(株) EA59 20
(株)STANDARD G510会場 26
(株)TRUSTDOCK EA02 16
Twilio Japan(同) EA73 21
U&Iアドバイザリーサービス(株) EB31 24
Xspear Consulting(株) EB36 24
(株)YKプランニング EA03 16
(株)ZenmuTech EA-44 19
ZVC Japan（Zoom）(株) EA27 18

ア (株)アイティフォー EA41 19
(株)あかりカンパニー EA35 18
(株)アグレックス EB23 23

Ａ
︱
Ｚ
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出展社名 コマ番号 内容頁

出展社名 コマ番号 内容頁 出展社名 コマ番号 内容頁

アットホーム(株) EA46 19
アルテアエンジニアリング(株) EA58 20
アルテリックスジャパン(同) D5会場 28
(株)イセトー D5会場 28
伊藤忠テクノソリューションズ(株) D5会場 28
(株)インターコム EA18 17
(株)インフォマティクス EA62 20
(株)ヴァリューズ EB05 22
ウィッツェル(株) EA48 19
ウイングアーク１ｓｔ(株) EB30 23
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) G602会場 26
エクスプローラーコンサルティング(株) EA83 21
エス・アンド・アイ(株) EB31 24
(株)エムティーアイ EB10 22
(株)オカムラ G602会場 26
(株)オプロ EB35 24

カ (株)カウリス EA57 20
(株)カスタムテック EA28 18
(株)キーエンス B7(2)会場 27
(株)キャピタル・アセット・プランニング EB08 22
共同印刷(株) EA04 16
クアディエントジャパン(株) EA38 19
クレジットエンジン(株) EA36 18
(株)クローバー・ネットワーク・コム EA50 19
(株)コア EB41 25
コクヨ(株) EA65 20
(株)ココペリ EA61 20
コベルコシステム(株) EA68 21

サ (株)シーエーシー EA14 17
ジェイズ・コミュニケーション(株) G510会場 26
シナジーマーケティング(株) EA70 21
ジャパンメディアシステム(株) EA39 19
(株)秀光 EB32 24
(株)ショーケース EB26 23
(株)ジンテック EB22 23
シンプレクス(株) EB36 24
(株)スカイコム EA47 19
セイコーソリューションズ(株) EB25 23
(株)セールスフォース・ドットコム G610会場 26
(株)セキュアブレイン EA09 16
(株)セキュリティリサイクル研究所 EB16 23
セロリー(株) EA20 17
(株)ソフトロード B7(2)会場 27

タ (株)ダイナトレック EA21 17
(有)竹橋経営コンサルティング EA66 20
タレスDISジャパン(株) EB15 23
ディサークル(株) EB09 22
(株)テイルウィンドシステム EA60 20
デフィデ(株) EA26 18
(株)登記簿図書館 EA49 19

(株)東京カンテイ EA32 18
東芝デジタルソリューションズ(株) EB24 23

ナ 日鉄日立システムエンジニアリング(株) EB34 24
日本アイ・ビー・エム(株) D7会場 28
日本システム技術(株) EB18 23
日本データカード(株) EA55 20
日本電子計算(株) EA73 21
日本ユニシス(株) G602会場 26
(株)ネオジャパン EA11 16
ネットムーブ(株) EB14 22
(株)ノースアイランド EB19 23

ハ (株)パイプドビッツ EA56 20
パナソニック システムソリューションズ ジャパン(株) D7会場 28
(株)浜名湖国際頭脳センター EB04 22
(株)ビービーシー EA31 18
(株)ビジネスコンサルタント EB02 22
(株)日立システムズ EA09 16
(株)日立ソリューションズ・クリエイト EA45 19
ピツニーボウズジャパン(株) EA06 16
(株)ブイキューブ EA22 17
富士通(株) B5(1)会場 27
富士フイルムシステムサービス(株) EA15 17
富士フイルムビジネスイノベーション(株) EA15 17
ブラザー販売(株) EB27 23
ベリントシステムズジャパン(株) EB31 23
ベルフェイス(株) EA16 17
(株)ホームズ EA51 19
北陸コンピュータ・サービス(株) EA84 21

マ 丸紅情報システムズ(株) EB40 25
三谷産業(株) EB09 22
(株)ミック EA07 16
三菱電機インフォメーションシステムズ(株) EB31 24

ヤ (株)ユニテックス EA43 19
ラ (株)ラネクシー EA72 21

リンカーズ(株) EB33 24
ワ (株)ワコム EA25 18

金融機関
のための人事・研修フェア第6回

(株)経済法令研究会 人04 29
(株)ソフトアイ 人01 29
(株)フライヤー 人03 29
(株)レビックグローバル 人02 29
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フロア紹介フロア紹介

10月14日（木）
　終日：ジンテック

店舗
ゾーン

セキュリティゾーン

ホールE（展示会場)以外のセミナー会場

ホールE（B2F）／展示会場

10月14日（木） 終日 ： NEC
10月15日（金） 午後 ： 富士通

B5(1)会場

10月14日（木） 終日 ： NTTデータ
B5(2)会場
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FinTech
ゾーン

AI・RPA
ゾーン

10月15日（金）
　終日 ： NTTデータ
 JSOL

金融機関
のための人事・研修フェア第6回金融国際情報技術展
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10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Time
FITセミナー 〈会場定員 各50名〉 FIT特別セミナー 〈会場定員 各50名〉

E1会場 E2会場 E3会場 E5会場

ホールE

セミナー紹介
10月１4日㊍

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

	10:10~11:10E3-01

【事例】顧客と行員をつなぐ「申請電
子化サービス」で申請プロセスの一
気通貫を実現
取締役 兼 セールスコンサルティング本部長 
吉田順一    

オプロ

会場受講 後日配信

	11:40~12:40E3-02

【静岡銀行様ご講演】
与信管理における登記アラートの
活用とリスク可視化の取組み
静岡銀行 企業サポート部 審査企画グループ 
グループ長 伊藤秀樹
JON 代表取締役社長 中川元

JON

ONLY
会場受講 後日配信

	13:10~14:10E3-03

同時進行する事業承継・財産承継
プランニングとゴールベースプラン
ニングのＤＸ化
代表取締役社長 北山雅一
    
    

キャピタル・アセット・プランニング

ONLY
会場受講 後日配信

	14:40~15:40E3-04

デジタル技術で営業を変える　
三井住友海上が挑んだ、3万店舗の
営業改革（仮）
三井住友海上火災保険  
講師調整中
    

ウイングアーク１ｓｔ

ONLY
会場受講 後日配信

	16:10~17:10E3-05

金融機関のちょっと未来のデジタ
ルマーケティング

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 チームリーダー 六車裕次郎
    

Sansan

会場受講 後日配信

	10:10~11:10E1-01

AI・クラウドはいかに銀行業界を変
革するか ～先端技術を活用した融
資業務新常識～
代表取締役社長 野村逸紀
カスタマーサポートエンジニア 西川洋樹
    

nCino

ONLY
会場受講のみ

	11:40~12:40E1-02

営業窓口のDX化で顧客接点を高
度に効率化するコミュニケーション
プラットフォーム
プロジェクト推進部 Lyfe事業部 部長 柴武将
コンサルティング部 シニアコンサルタント 山本哲也
    

デフィデ

ONLY
会場受講のみ

	13:10~14:10E1-03

次世代金融リテール分野における
DX・顧客目線かつデータドリブン
なサービス構築
代表取締役 田中徹
    

MILIZE

会場受講のみ

	14:40~15:40E1-04

金融業界の非対面による「顧客満
足度向上」の方法

営業本部 MH&FIN推進グループ 
金融ソリューションチーム
チームリーダー 坂巻玲奈

ブイキューブ

ONLY
会場受講のみ

	16:10~17:10E1-05

不正アクセス検知を起点とする
AML／CFT対応の高度化事例の
紹介
代表取締役 島津敦好
    
    

カウリス

ONLY
会場受講のみ

	10:30~11:30E2-01

地域企業のDX化を金融機関と共
に！

代表取締役CEO 近藤繁
    
    

ココペリ

ONLY
会場受講のみ

	13:30~14:30E2-03

FFG様 デジタルツールを活用した
投資信託ビジネスモデルの再構築
事例のご紹介
ふくおかフィナンシャルグループ 
営業統括部 調査役 谷口翔太郎

富士フイルムシステムサービス

ONLY
会場受講のみ

	15:00~16:00E2-04

【事例紹介】SBI損害保険様 DX時代
における基幹システム移行成功の秘訣
SBI損害保険 
代表取締役社長 五十嵐正明
情報システム部 部長 齋藤敏貴
シンプレクス クロス・フロンティアディビジョン 
エグゼクティブプリンシパル 鏡義弘
プリンシパル 近藤雅俊 シンプレクス

ONLY
会場受講のみ

	11:00~13:00E5-11

広島銀行の事例に学ぶ！
第一線でのAML対応/FATF対日
相互審査の結果概要とその影響
広島銀行 
リスク統括部 マネロン等金融犯罪対策室 
室長 山根洋
弁護士法人中央総合法律事務所 
代表社員弁護士・パートナー 金澤浩志

ジンテック

ONLY
会場受講のみ

	14:00~15:00E5-21

住信SBIネット銀行における自動音
声を活用したDX戦略
住信SBIネット銀行 
ネオバンク事業部 事業推進グループ 
調査役 福山勝章
ファイナンス事業部 コンシューマーローングループ 
主任 小林拓貴

ジンテック

ONLY
会場受講のみ

	16:00~17:00E5-22

ふくおかFGにおけるOne to One
マーケティング虎の巻
～CRM戦略のポイント～
ふくおかフィナンシャルグループ 
営業統括部  部長代理 宮里大

ジンテック

ONLY
会場受講のみ
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10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Time
G棟FITセミナー 〈会場定員 各60名〉

G402会場 G409会場 G502会場 G510会場

ガラス棟

※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

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）

	10:10~11:10G402-01

【初公開】リアル営業アバター付動
画が現場営業の提案量や質を上
げ、コスト削減へ
代表取締役社長 加山緑郎
    
    

４ＣＯＬＯＲＳ

会場受講のみ

	11:40~12:40G402-02

不正送金の動向とFIDO認証につ
いて

ソリューション事業部  部長 三股泰彦
    
    

ネットムーブ

会場受講のみ

	13:10~14:10G402-03

【常陽銀行様・横浜銀行様】
ＡＩを活用した登記情報と電子契
約・評価システムの連携
常陽銀行 融資審査部 不動産調査グループ 
参事役 杉山人文
横浜銀行 事務サービス部 融資外為グループ 
ビジネスアシスタントリーダー 岡田真梨奈 ホームズ

ONLY
会場受講のみ

	10:30~11:30G409-01

海外事例から見るEコマースの新し
いUX及び金融機関に求められる
対応とその経済効果
金融事業本部 ソリューション営業部 
ソリューションセールスマネージャー 岸伸行
 

タレスDISジャパン

会場受講のみ

	12:00~13:00G409-02

ウィズコロナの「新しい生活様式」 
金融機関に顧客が求めるエクスペ
リエンスとは？
日本事務所代表 成田臣二
    
    

クアディエントジャパン

会場受講のみ

	13:30~14:30G409-03

安心・安全に利用でき、顧客接点を
劇的に改善するプラットフォーム 
Zoom とは
社長 佐賀文宣
ソリューション エンジニアマネージャー 
八木沼剛一郎

ZVC Japan (Zoom)

ONLY
会場受講のみ

	15:00~16:00G409-04

eKYCで描く一歩先の未来戦略

ソリューション事業部 アカウントマネジメント営業部 
担当部長 青木利治
    

エムティーアイ

会場受講のみ

	10:30~11:30G502-01

DX導入によるシンジケートローン
業務改革

講師調整中
    
    

Finastra

会場受講のみ

	13:30~14:30G502-03

コロナ禍で正常進化を遂げる渉外
部門とは～トヨタ生産方式による
顧客本位の成長戦略～
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

	15:00~16:00G502-04

【システム内製化】
短納期・コスト削減を実現するロー
コード開発プラットフォーム
金融ソリューション事業本部
講師調整中
    

パイプドビッツ

ONLY
会場受講のみ

	10:10~11:10G510-01

【金融機関のDX最前線】
事例に学ぶDX推進のベストプラク
ティスと落とし穴
セールス部 エグゼクティブセールス 西牟田光
    
    

STANDARD

ONLY
会場受講のみ

	13:10~14:10G510-03

袖山税理士が改正電帳法を解説！
電子取引の証憑保存、伝票スキャ
ナ保存のポイント
SKJ総合税理士事務所 所長・税理士 袖山喜久造
コクヨ イノベーションセンター ドキュメントソリューション事業部 
グループリーダー 小川知也
課長補佐 櫻井律子 コクヨ

ONLY
会場受講のみ

	14:40~15:40G510-04

ふくおかフィナンシャルグループにお
けるBlue Prismを活用したDX戦略
ふくおかフィナンシャルグループ
ＩＴ統括部 ＩＴ統括グループ 事務統括部
ＲＰＡ推進グループ 副部長 野田享弘
Blue Prism 執行役員 
エンタープライズ営業本部長
西ヶ谷龍生 Blue Prism

ONLY
会場受講のみ
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10
月
14
日（
木
）

セ
ミ
ナ
ー
紹
介

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Time
G棟FITセミナー 〈会場定員 各60名〉 B5特別セミナー 〈会場定員 各72名〉

G602会場 G610会場 B5(1)会場 B5(2)会場

ガラス棟 ホールB5

セミナー紹介
10月１4日㊍

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

	13:30~14:10B5(1)-21

北國銀行のDX戦略を支える、地銀初のオー
ルクラウド化に向けたIT基盤更改の取組み
北國銀行 システム部 
基盤・運用グループ長 新谷直樹 NEC

ONLY
会場受講 後日配信

	14:30~15:10B5(1)-22

顔認証からマイナンバーカード活用まで、
eKYCで実現する安心・安全なデジタル社会
デジタルインテグレーション本部
マネージャー 山下隆 NEC

ONLY
会場受講 後日配信

	15:30~16:10B5(1)-23

SBI証券の不公正取引対策へのAI活用事例 
-国内初、インサイダー取引審査へのAI適用-
SBI証券 売買審査部 次長 田尻啓太
NEC 講師調整中 NEC

ONLY
会場受講 後日配信

	16:30~17:10B5(1)-24

口座不正利用を防止。本人確認済みIDの発
行と多要素認証を両立する「Trust Idiom」
SBIデジトラスト 
セールスマネージャー 脇山慧介 NEC

ONLY
会場受講 後日配信

	10:10~11:10G602-01

銀行事例に学ぶ！脱ハンコ、ペーパ
ーレス、メールレスを実現した情報
共有ツールとは？
マーケティング統括部 係長 市村英二
    
    

ネオジャパン

ONLY
会場受講 後日配信

	11:40~12:40G602-02

これからの店舗網の構築　
～持続可能な社会を見据えて～

働き方コンサルティング事業部 
スペースデザイン二部デザインセンター 
リードデザイナー 若尾正仁

オカムラ

ONLY
会場受講 後日配信

	13:10~14:10G602-03

朝日信用金庫の業務改革プロジェ
クト全容～POWER EGGの果た
した役割とは～
朝日信用金庫 専務理事 三澤敏幸
ディサークル パートナービジネス営業部 
金融営業課 課長 関戸紀仁

ディサークル

ONLY
会場受講 後日配信

	14:40~15:40G602-04

DX時代に必要な店舗改革とデジ
タルIDの融合

ソリューション ＆ プロフェッショナルサービス本部
幸城雅之
     

日本データカード

ONLY
会場受講 後日配信

	16:10~17:10G602-05

【ゆうちょ銀行様ご登壇】
名寄せ高度化で顧客口座特定によ
る業務効率化の実現
ゆうちょ銀行 営業統括部 営業戦略室
グループリーダー 小見山充
      

アグレックス

ONLY
会場受講 後日配信

	10:30~11:30G610-01

グループ経営における“お客さま情
報”の共有化～NRI様も実践されて
いるコンテンツセキュリティ～
Box Japan 金融営業部 部長 田中亮
野村総合研究所 
DX生産革新本部デジタルワークプレイス事業部長 
村田龍俊 Box Japan

ONLY
会場受講 後日配信

	12:00~13:00G610-02

ユーザーの不満爆発！？犯収法改
正から2年でみえたオンライン本人
確認の弱点
SaaS事業部 
執行役員 中村浩一郎
営業部 相澤遊

ショーケース

会場受講 後日配信

	13:30~14:30G610-03

営業店の融資事務を自動化！見せ
るだけで終わらない、業務を変革す
るデータ活用術
京都信用金庫 
事務統括部 代理 藤井幸

ウイングアーク１ｓｔ

ONLY
会場受講 後日配信

	15:00~16:00G610-04

島根銀行が取り組むAI全社展開への挑戦
島根銀行 営業推進グループ 兼 SBI未来共創プロジェクト推進室 
兼務出向 SBIホールディングス 社長室ビッグデータ担当 佐々木啓示
SBIホールディングス 社長室ビッグデータ担当
次長 佐藤市雄
アシスタントマネージャー 鍋倉由樹
DataRobot Japan データサイエンティスト 香西哲弥

DataRobot Japan

ONLY
会場受講 後日配信

	10:10~10:50B5(2)-11

対面チャネルとデジタルチャネルを融
合したお客様との新たな関係作り
バンキング統括本部 OSA推進室チャネル企画担当 
部長 今泉剛 NTTデータ

ONLY
会場受講のみ

	11:10~11:50B5(2)-12

業務まるごと自動化！金融DXを加速させ
るRPA・AIを用いたDXプラットフォーム
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  
デジタルソリューション統括部  
RPAソリューション担当 課長 橘俊也 NTTデータ

会場受講のみ

	12:10~12:50B5(2)-13

"Open Service Architecture"に
よる未来の銀行
バンキング統括本部 OSA推進室 部長 青柳雄一
調整中 講師調整中 NTTデータ

会場受講のみ

	13:10~13:50B5(2)-21

【最新事例】DX時代のデータマネジメント 
～多種多様なデータ活用×Agility
第四金融事業本部 金融グローバルITサービス事業部 
事業開拓推進担当 
テクニカル・グレード 白水淳 NTTデータ

ONLY
会場受講のみ

	14:10~14:50B5(2)-22

「A-gate」でクラウドをセキュアに使う！ 
Salesforce活用の特効薬！
金融事業推進部 技術戦略推進部システム企画担当 課長代理 山中崇広
第一バンキング事業部 オファリング統括部
インテグレーション担当 課長 伊藤利樹 NTTデータ

ONLY
会場受講のみ

	15:10~15:50B5(2)-23

高齢社会における金融・非金融の垣根を越え
たサービス ～シニアとデジタルをつなぐ～
第三金融事業本部 しんきん事業部 課長 牧野司

NTTデータ

会場受講のみ

	16:10~16:50B5(2)-24

withコロナ時代にレジリエンス強化！デジ
タルワークスペースで金融DX推進実現！
コンサルティング＆ソリューション事業本部 デジタルワーク
スペース統括部 部長 遠藤由則 NTTデータ

ONLY
会場受講のみ

	17:10~17:50B5(2)-25

スマートシティ×情報銀行
～地域DXのための新しい仕組み
金融事業推進部 デジタル戦略推進部 部長 花谷昌弘

NTTデータ

ONLY
会場受講のみ
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）

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Time
B7セミナー 〈会場定員 各102名〉 D5セミナー 〈会場定員 各57名〉 D7セミナー 〈会場定員 各57名〉

B7(1)会場 B7(2)会場 D5会場 D7会場

ホールB7 ホールD5 ホールD7

※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

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）

	10:10~11:10D5-01

～伊予銀行様のHelpfeel活用事
例～ 来店客減をチャンスに！顧客
接点のDX
マーケティング  マーケター 落合純平
    
    

Nota

ONLY
会場上映 後日配信

	13:10~14:10D5-03

【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
会場上映 後日配信

	14:40~15:40D5-04

【エコシステムで創るデジタル手続
き】コミュニケーションを活性化さ
せるサービス基盤
営業統括本部 CRS第一営業部 
課長代理 柴田康平

イセトー

ONLY
会場上映 後日配信

	16:10~17:10D5-05

金融DXの勘所（Part1からPart３
まとめ） 個々の社員がDXを巻き起
こす礎となる
非製造ユニット  責任者 伊勢村哲司
 

アルテリックス・ジャパン

ONLY
会場上映 後日配信

	10:30~11:30D7-01

営業店−対面デジタルトランスフォ
メーション

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 新規事業推進部 
担当部長 田中誠

日本アイ・ビー・エム

ONLY
会場上映 後日配信

	12:00~13:00D7-02

DXからGXへ - グリーン・トランス
フォメーションにおける保険業界
の役割
グローバル・ビジネス・サービス事業本部 
保険•郵政グループサービス事業部 
パートナー 保険サービス部長 藤田通紀
戦略コンサルティング 
パートナー 大塚泰子 日本アイ・ビー・エム

ONLY
会場上映 後日配信

	13:30~14:30D7-03

DXに向けた組織変革・人材育成
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　
デジタル・リインベンションコンサルティング シニア・
マネージング・コンサルタント 笠野智代実

日本アイ・ビー・エム

ONLY
会場上映 後日配信

	15:00~16:00D7-04

金融DXの加速化を実現　－お客
さまと共創するIBMの戦略フレー
ムワークとは？－
グローバル・ビジネス・サービス事業本部 
金融デジタル・ソリューション パートナー 羽川茂雄
金融DXビジネス 統括部長 井上大輔

日本アイ・ビー・エム

ONLY
会場上映 後日配信

	10:15~11:15B7(2)-01

日本最大のシステム更新専門会社
のモダナイゼーション ～AIで究極
の高品質・低価格の進化～
取締役 新妻秀樹
    
    

ソフトロード

会場受講 後日配信LIVE配信

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

受付から完了まで相続事務プロセ
ス全体をデジタルトランスフォーメ
ーション化する方法
山梨県民信用組合 
事務部 事務管理課 課長代理 小泉晶絵

ビービーシー

ONLY
会場受講 後日配信LIVE配信

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

改正電帳法／レガシー問題への最
適解。時代と共に進化する電子帳
票システムのご紹介
ソリューション・プロダクト事業本部 プロダクト事業部　
営業部 セールスマネージャー 安田剛久

ＪＦＥシステムズ

ONLY
会場受講 後日配信LIVE配信

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

データ活用で金融機関を変える！
キーエンス流「データ活用術」

データアナリティクス事業グループ 水上拓也
    
    

キーエンス

ONLY
会場受講 後日配信LIVE配信

	13:20~14:20B7(1)-03

最先端のUI/UXを金融サービス
に！Web/スマホデザイン事例
クロス・フロンティアディビジョン
エグゼクティブプリンシパル 武石惇平
アソシエイトプリンシパル 佐藤慧太

シンプレクス

ONLY
会場受講のみ

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

eKYCによる継続的顧客管理を実
現するTRUSTDOCK-CRM
TRUSTDOCK
代表取締役 千葉孝浩
Verification事業部 セールスマネージャー 上井伸介
LINE eKYC事業責任者 赤石拓也

TRUSTDOCK

ONLY
会場受講のみ

	11:40~12:40D5-02

【事例で解説】 
今、金融機関はどのようにして 非
対面接客を活用しているのか
西山直樹

ベルフェイス

会場上映 後日配信
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10
月
15
日（
金
）

セ
ミ
ナ
ー
紹
介

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Time
FITセミナー 〈会場定員 各50名〉 FIT特別セミナー 〈会場定員 各50名〉

E1会場 E2会場 E3会場 E4会場

ホールE

セミナー紹介
10月１５日㊎

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

	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
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18:00

Time
G棟FITセミナー 〈会場定員 各60名〉

G402会場 G409会場 G502会場 G510会場

ガラス棟

※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

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）

	10:10~11:10G402-06

【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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G棟FITセミナー 〈会場定員 各60名〉 B5特別セミナー 〈会場定員 各72名〉 B7セミナー 〈会場定員 各102名〉

G602会場 G610会場 B5(1)会場 B7(1)会場

ガラス棟 ホールB5 ホールB7

セミナー紹介
10月１５日㊎

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

	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
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15:00

16:00

17:00

18:00

Time
B7セミナー 〈会場定員 各102名〉 D5セミナー 〈会場定員 各57名〉 D6セミナー 〈会場定員 各57名〉

B7(2)会場 D5会場 D7会場

ホールB7 ホールD5 ホールD7

※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

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
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(株)ミック
MIC.,Ltd

EA07
Open!PrintXMLでの帳票開発環境において、帳票側にif文等
のロジックを持たせないことで、帳票開発プロセスの可視化が
可能になり、改定時の開発期間とコストの大幅圧縮が実現できま
す。

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

出
展
内
容

(株)Box Japan
K.K. Box Japan

EA08
金融機関のDXは即座に成し遂げられるものではありません。そ
の要因の一つは「コンテンツの散在化（サイロ化）」だと考えま
す。Boxは、サイロ化を解消し、必要な情報にセキュアにアクセス
し、業務生産性の向上に貢献します。

【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/box-for-finance

出
展
内
容

(株)セキュアブレイン
SecureBrain Corporation

EA09
独自ロジックのビッグデータ解析で不正な取引を検知するScam 
Radar BDと、Webサイトの脆弱性診断を自動で行うことで継続
的なセキュリティ対策を提供するGRED Webセキュリティ診断 
Cloudをご紹介します。

【担当部署】	営業本部 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/

出
展
内
容

(株)日立システムズ
Hitachi Systems, Ltd.

EA09
インフラ設備の高速化・ワイヤレス化が進む一方、個人情報として
の映像データの情報管理には注意が必要です。本ブースでは、映
像通信システムと映像解析AIを紹介します。

【担当部署】	OneStopサービス拡販推進部 
【連 絡 先】 〒141-8672 東京都品川区大崎１－２－１ 
  【TEL】 03-5435-7777
  【URL】 https://www.hitachi-systems.com/

出
展
内
容

(株)ネオジャパン
NEOJAPAN Inc.

EA11
脱ハンコ・ペーパーレスをはじめとした業務の効率化を実現する
グループウェアdesknet's NEOを中心に、「これからの働き方」
に向けたスマートなコミュニケーションを実現するツールをご紹介
しています。

【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
  【URL】 https://www.desknets.com/

出
展
内
容

ピツニーボウズジャパン(株)
pitney bowes

EA06
ピツニーボウズジャパン株式会社ブースでは郵便発送の効率化
をする「郵便料金計器」と「封入封かん機」を展示しております。
少人数でも正確にスピーディに処理を行いながら、部門集計など
管理面の効果も得られます。

【担当部署】	マーケティング本部 
【連 絡 先】 〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-5 御殿山トラストタワー12階
  【TEL】 0120-00-9537
  【E-mail】 pbj_info@pb.com
  【URL】 https://www.pitneybowes.com/jp

出
展
内
容

(株)MILIZE
MILIZE Inc.

EA01
金融の専門領域と先端テクノロジーとビッグデータを融合したソ
リューション提供をするFinTech企業です。ライフプランシミュレ
ーション・家計診断等の個人のお客様とのコンタクトツールを中心
に紹介します。

【担当部署】	営業統括本部 フィンテック事業部
【連 絡 先】 〒108-0023 東京都港区芝浦4丁目12番38号 CANAL GATE SHIBAURA（キャナル ゲート芝浦）ビル 6F
  【TEL】 03-4500-1311
  【E-mail】 info@milize.co.jp
  【URL】 https://milize.co.jp/

出
展
内
容

FinTechゾーン

(株)TRUSTDOCK
TRUSTDOCK Inc.

EA02
eKYC/本人確認APIサービスを100社以上に提供。犯収法の
eKYC全手法と公的個人認証、AMLリスク確認など、アウトソー
シング可能。AML/CFT対応の継続的顧客管理CRMも提供、当
日は製品デモを見ることが可能です。

【担当部署】	Verification事業部 
【連 絡 先】 〒141-0032 東京都品川区大崎3-5-2 エステージ大崎ビル6F
  【TEL】 03-5759-0355
  【E-mail】 inquiry@trustdock.io
  【URL】 https://biz.trustdock.io/

出
展
内
容

FinTechゾーン

(株)YKプランニング
YKplanning Inc.

EA03
bixid（ビサイド）は財務会計データを活用して中小事業者を支援
するクラウドツールです。金融機関と中小事業者を会計データで
繋ぎ、業績改善に導くコミュニケーションインフラとしてご活用い
ただけます。

【担当部署】	営業マーケティング本部 
【連 絡 先】 〒747-0044 山口県防府市佐波1-13-1 
  【TEL】 0570-00-3614
  【URL】 https://bixid.net/

出
展
内
容

FinTechゾーン

共同印刷(株)
Kyodo Printing Co., Ltd.

EA04
マルチチャネル対応の継続的顧客管理サービス、口座開設Web
アプリをはじめとした本人確認サービス（eKYC対応）、相続事務
支援サービス等、共同印刷の金融機関向けDXソリューションをご
紹介します。

【担当部署】	ビジネスメディア事業部 営業本部　第一部　金融ＩＣＴグループ
【連 絡 先】 〒112-8501 東京都文京区小石川４丁目１４－１２ 
  【TEL】 03-3817-2301
  【E-mail】 yu_sugii@kyodoprinting.co.jp
  【URL】 https://www.kyodoprinting.co.jp/

出
展
内
容

FinTechゾーン

〈出展社紹介〉

EAブロック
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富士フイルムシステムサービス(株)
FUJIFILM System Services Corp.

EA15
金融機関様における行内業務DX化を促進するハイブリッド(紙＆
電子)対応のソリューションを紹介します。同一プラットフォーム＆
マルチワークフロー機能により、柔軟な対応、業務効率化を推進
します。

【担当部署】	ドキュメントサービス第二営業部 
【連 絡 先】 〒174-8525 東京都板橋区坂下１－１９－１ 富士フイルムシステムサービス板橋事業所
  【TEL】 03-5994-2648
  【E-mail】 dgi-fbss-ml-ES-FIT@fujifilm.com
  【URL】 https://www.fujifilm.com/fbss/solution/industry#finance

出
展
内
容

富士フイルムビジネスイノベーション(株)
FUJIFILM Business Innovation Corp.

EA15
大量の紙文書の電子化を支援する「富士フイルムRIPCORD」に
よる次世代DX推進サービスと、ニューノーマルな働き方を支援す
る個室型「ソロワークブースCocoDesk」をご紹介します。

【担当部署】	アドバンスドインダストリアルサービス事業本部 
【連 絡 先】 〒220-8668 神奈川県横浜市西区みなとみらい６丁目１番 
  【TEL】 045-264-6075
  【E-mail】 dgi-fb-aisevent@fujifilm.com
  【URL】 https://www.fujifilm.com/fb/

出
展
内
容

ベルフェイス(株)
bellFace Inc.

EA16
チ ー ム で 売 上 を 最 大 化 す る オ ン ラ イ ン 営 業 シ ス テ ム

「bellFace」は、アプリインストールやURL発行などの事前準
備が不要で、電話とPC・スマートフォンを使って、簡単に資料や画
面の共有ができるオンライン営業システムです。

【担当部署】	Marketing Division 
【連 絡 先】 〒150-6138 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 38階WeWork 
  【URL】 hhttps://bell-face.com/

出
展
内
容

nCino(株)
nCino, Inc.

EA17
nCinoは融資、口座開設、顧客向け非対面チャネル等の銀行業務
をカバーするクラウドソリューションを提供し、金融機関の効率性
や収益、顧客満足度向上を支援。今年は更にAIを用いた融資業
務の新常識を提案。

【担当部署】	マーケティング 
【連 絡 先】 〒107-6218 東京都港区赤坂ミッドタウン・タワー１８階 
  【TEL】 03-6625-5122
  【E-mail】 info@ncino.co.jp
  【URL】 https://www.ncino.co.jp/

出
展
内
容

(株)インターコム
interCOM

EA18
金 融 業 界 N o . 1 の 導 入 を 誇 る 画 面 共 有 ソリュ ー ション

「RemoteOperator」を出展します。
コロナ禍、営業シーンやサポートシーンに求められる非対面のお
客様接点強化に最適な商品です。

【担当部署】	営業推進部 広報宣伝グループ
【連 絡 先】 〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3 富士ソフトビル
  【TEL】 03-4212-2779
  【URL】 https://www.intercom.co.jp/

出
展
内
容

(株)M&Aナビ
M&A Navi, Inc.

EA19
金融機関xDXで実現する次世代型の事業承継をご紹介します。
M＆AプロセスをDXしたプラットフォームを活用し、小規模案件の
収益化と地域経済の活性化を同時に実現する方法と取り組み事
例をお伝えいたします。

【連 絡 先】 〒150-6139 東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア３９階
  【TEL】 03-6452-6135
  【E-mail】 info@ma-navigator.com
  【URL】 https://ma-navigator.com/

出
展
内
容

セロリー(株)
Selery

EA20
・ユニフォームのレンタルシステム
・デジタル採寸システム
・抗ウイルスユニフォーム
上記3点をご紹介致します。

【担当部署】	営業部 東京支店
【連 絡 先】 〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町 AD市ヶ谷ビル5F
  【TEL】 03-5225-1050
  【E-mail】 k-ojima@selery.co.jp
  【URL】 https://www.selery.co.jp/

出
展
内
容

(株)ダイナトレック
DYNATREK, Inc.

EA21
25行もの金融機関における営業・顧客管理や経営ダッシュボード
の構築に採用された、情報統合検索ツール「DYNATREK」。
ブースでは最新の金融業界向けソリューション・デモをご紹介いた
します。

【担当部署】	経営企画部 
【連 絡 先】 〒106-0032 東京都港区六本木5-11-16 国際文化会館
  【TEL】 03-6447-1590
  【E-mail】 info@dynatrek.co.jp
  【URL】 http://www.dynatrek.co.jp/

出
展
内
容

(株)ブイキューブ
V-cube, Inc.

EA22
金融業界はコロナ禍で顧客接点のオンライン化が進み、顧客体験
を向上させ続けることが急務となっています。弊社ブースでは顧
客のエンゲージメント向上に劇的な変化をもたらす、新しいオン
ラインイベントツールをご紹介します。

【担当部署】	営業本部 　
【連 絡 先】 〒153-0051 東京都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】 03-4405-2688
  【URL】 https://jp.vcube.com/

出
展
内
容

NTTビジネスソリューションズ(株)
NTT BUSINESS SOLUTIONS CORPORATION

EA12
柔軟なセンター運用を可能とし、ニューノーマルな顧客接点最適
化モデルの実現に向けた新基盤『ONE CONTACT Network』
をご紹介。またAIを活用したVOC分析等によりCXを向上させる
取り組みをご紹介いたします。

【担当部署】	バリューデザイン部 バリューインテグレーション部門 CXコンサル担当
【連 絡 先】 〒541-0059 大阪府大阪市都島区東野田町4-15-82 NTT西日本新京橋ビル7階
  【E-mail】 aqstage_ipcc@west.ntt.co.jp
  【URL】 https://www.nttbizsol.jp/

出
展
内
容

AI・RPAゾーン

(株)シーエーシー
CAC Corporation

EA14
「心sensor」は、動画やリアルタイムの映像から得られた表情や
感情の分析結果を、営業トレーニングや非対面営業に活用可能
な感情分析サービスです。FITではデモで実際に体験いただけま
す。

【担当部署】	金融ビジネスユニット 金融ソリューション営業部
【連 絡 先】 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町24-1 
  【TEL】 03-6667-8031
  【E-mail】 fin_hpml@cac.co.jp
  【URL】 https://www.cac.co.jp/product/finance/

出
展
内
容

AI・RPAゾーン

ＦＰＴジャパンホールディングス(株)
FPT Japan Holdings co. ltd

EA13
今回、金融業界でも20年以上の経験を持つFPTが以下の内容を
ご紹介します①DX Garageサービス②ローコード開発サービス
③包括的クラウドサービス④RPAワンストップソリューション⑤オ
ンライン会議ツール

【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6F
  【TEL】 03-6634-6868
  【E-mail】 fjp.contact@fsoft.com.vn
  【URL】 https://www.fpt-software.jp/

出
展
内
容

AI・RPAゾーン
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デフィデ(株)
DEFiDE inc.

EA26
Lyfe Connectは窓口業務のDX化で顧客対応の高度化・効率
化を実現するコミュニケーション・クラウドサービスです。オンライ
ンセミナー、ライフプランシミュレーション、1on1面談を実現しま
す。

【担当部署】	東京オフィス 経営管理部
【連 絡 先】 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル4階
  【TEL】 03-6551-2921
  【E-mail】 salesrep@defide-ix.com
  【URL】 https://www.defide-ix.com/

出
展
内
容

ZVC Japan（Zoom）(株)
ZVC Japan KK

EA27
今回は簡単で高品質なビデオ会議Zoom Meetingsをはじめ、
会議室向けソリューションのZoom Rooms、Zoom Phoneの
展示・実機デモをご覧いただけます。皆さまのご来場お待ちしてお
ります。

【担当部署】	マーケティング 
【連 絡 先】  【問い合わせ】 https://explore.zoom.us/docs/jp-jp/contactus.html
  【URL】 https://zoom.com/jp

出
展
内
容

(株)PFU
PFU Limited

EA30
弊社は、厳格な本人確認、窓口での業務効率化、人との接触によ
る感染リスクの減少に貢献できるよう、本人確認装置の製品化を
計画しています。ぜひ展示会で本人確認の速度感や認証精度を
ご体感ください。

【担当部署】	コンピュータプロダクト事業部 エッジプロダクト事業部　企画販推部
【連 絡 先】 〒220-8567 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-5 横浜アイマークプレイス
  【TEL】 045-305-6189
  【E-mail】 id-verify-g@pfu.fujitsu.com
  【URL】 https://www.pfu.fujitsu.com/caora/

出
展
内
容

(株)ビービーシー
BBCINC

EA31
■相続窓口受付システム展示：相続事務システムに必要な機能が
すべてそろって低価格　■相続管理システム：事業承継や相続相
談で銀行系コンサル会社や信金様にも導入実績拡大
相続に関する2システムを展示します。

【担当部署】	新規事業開発室兼マーケティング部 
【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】 nakamura@bbcinc.co.jp
  【URL】 https://www.bbcinc.co.jp

出
展
内
容

(株)東京カンテイ
Tokyo Kantei Co.,Ltd.

EA32
簡単操作で高精度な評価額を算定できる「不動産評価システ
ム」、アパマン事業の客観的な収益力と信用リスクを瞬時に把握
可能な「収益評価サービス」等を展示。また、不動産APIを活用し
た自動評価を紹介。

【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

出
展
内
容

(株)あかりカンパニー
AKARI Company Co.,Ltd.

EA35
来店で受けた印象はその金融機関のイメージになり、新たな取引
を決める大きな判断材料の1つになります。創業以来、多くの金融
機関様に納入させていただきたくさんのお喜びの声を頂いており
ます。

【担当部署】	法人営業部 
【連 絡 先】 〒703-8236 岡山県岡山市中区国富3-9-4 
  【TEL】 086-272-6432
  【URL】 https://www.akari-company.co.jp/

出
展
内
容

クレジットエンジン(株)
Credit Engine, Inc.

EA36
【デモの展示あります】
融資・リース・ファクタリング・債権回収といった各種金融サービス
を提供する上での申込、契約、融資実行、債権管理まで一連をオ
ンライン完結できるサービスのご紹介をいたします。

【担当部署】	事業開発 
【連 絡 先】 〒106-0032 東京都港区六本木7-15-7 新六本木ビル７階
  【TEL】 03-6420-0868
  【E-mail】 contact@creditengine.jp
  【URL】 https://creditengine.jp/

出
展
内
容

Sansan(株)
Sansan,Inc.

EA37
金融機関は顧客に対しどのような情報発信や関係性構築に臨む
べきか、DXを切り口に新時代のデジタルマーケティングをご紹
介。電子帳簿保存法改正に伴い紙での書類保管が難しくなること
への解決策も提示します。

【担当部署】	ビジネス統括本部 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
  【E-mail】 nakahara@sansan.com
  【URL】 https://jp.sansan.com/

出
展
内
容

(株)カスタムテック
custamtec

EA28
日常的に発生する大量の伝票、書類等を「簡単・便利」に固定でき
る画期的なペーパーファスナー「Pitta-ritto（ピタリット）を展示
します。

【連 絡 先】 〒791-0212 愛媛県東温市田窪1818  
  【TEL】 089-990-1919
  【E-mail】 custam@abelia.ocn.ne.jp
  【URL】 http://www.custamtec.com/

出
展
内
容

(株)ワコム
Wacom co.,Ltd

EA25
ワコムは液晶ペンタブレットを活用した手書き電子サインソリュー
ションを展示いたします。カウンターでの申込のサインを電子化
することでペーパーレスを実現します。ワコムブースでぜひ実機
をお試しください。

【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住友不動産新宿グランドタワー３１階 
  【TEL】 03-5337-6704
  【E-mail】 forbusiness@wacom.co.jp
  【URL】 https://www.wacom.com/ja-jp/for-business

出
展
内
容

ＪＦＥシステムズ(株)
JFE Systems, Inc.

EA24
14年連続シェアNo.1電子帳票「FiBridgeシリーズ」による
改正電帳法やレガシー問題に対応した帳票ソリューション及び
Salesforceを有効活用した「金融DXソリューション」をご紹介
します

【担当部署】	ソリューション・プロダクト事業本部　プロダクト事業部　営業部　ビジネスシステム事業本部　金融システム事業部　営業部
【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
  【TEL】 03-5418-2377
  【E-mail】 fibridge@jfe-systems.com
  【URL】 https://www.jfe-systems.com

出
展
内
容

(株)4COLORS
4COLORS CO., LTD.

EA23
パワポから簡 単に動 画を作 成できるクラウドサービスP I P -
Makerと、非対面営業に特化したPIPセールステックの、カンタ
ン動画制作体験を実施！もちろんその場で事例のご紹介や、導入
のご相談も可能です！

【担当部署】	営業部 
【連 絡 先】 〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2 TSプラザビルディング13階
  【TEL】 045-548-4594
  【E-mail】 contact@4colors.jp
  【URL】 https://www.pip-maker.com/

出
展
内
容
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クアディエントジャパン(株)
Quadient Japan

EA38
Inspire Flex：業界屈指のエンタープライズ
CCMInspire Evolve：超高速開発SaaS 
CCMInspire Journey：顧客体験のマッピング＆オーケストレー
ション

【担当部署】	日本事務所 
【連 絡 先】 〒101-0058 東京都千代田区神田小川町3-7-1 ミツワ小川町ビル６F
  【TEL】 03-3518-9036
  【URL】 https://www.quadient.com/ja-JP

出
展
内
容

ジャパンメディアシステム(株)
Japan Media Systems Corporation

EA39
オンプレミス型Web会議システムではシェアNO.1！ LiveOnは
安定の高品質、安心の日本製を強みとするWeb会議システムで
す。遠隔相談窓口や会議・研修・BCP対策など、幅広い用途で活
用が可能です。

【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2電波ビル2F
  【TEL】 03-5297-5511
  【E-mail】 liveon@jm-s.co.jp
  【URL】 https://www.liveon.ne.jp/

出
展
内
容

(株)アイティフォー
ITFOR Inc.

EA41
アイティフォーでは業務改革やDXを支援する、審査業務DX、キ
ャッシュレス決済、サイバー攻撃対策、声紋認証、自動受架電等
AIやFinTechを活用した展示を行います。皆様のご来場をお待
ちしております。

【担当部署】	通 信 システム 事 業 部 フィナンシャルシステム事業部
【連 絡 先】 〒102-0082 東京都千代田区一番町21 一番町東急ビル10階
  【TEL】 03-5275-7903
  【E-mail】 info@itfor.co.jp
  【URL】 https://www.itfor.co.jp/

出
展
内
容

(株)ユニテックス
UNITEX Corporation

EA43
記録媒体・インターネット両対応のハイブリッドデータ授受システ
ムをはじめ、スモールスタートに最適なデータ変換と暗号・復号を
備えた授受システム、DXを促進する過去資産のデジタライゼー
ションなどをご紹介

【担当部署】	営業部 技術部
【連 絡 先】 〒194-0021 東京都町田市中町2-2-4 ユニテックスビル
  【TEL】 050-3386-1242
  【E-mail】 sales@unitex.co.jp
  【URL】 https://www.unitex.co.jp/

出
展
内
容

(株)ZenmuTech
ZenmuTech, Inc.

EA-44
リモートワークでのPCの社外持出し時の情報漏洩対策で、ネット
ワークに依存せずオフラインでも利用可能なソリューションを紹
介。また、データを秘匿化したまま処理を行う「秘匿計算」技術を
デモを交えて紹介。

【担当部署】	営業本部 
【連 絡 先】 〒104-0061 東京都中央区銀座8-17-5 アイオス銀座804
  【TEL】 03-6260-6195
  【E-mail】 info@zenmutech.com
  【URL】 https://zenmutech.com

出
展
内
容

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

EA45
当社は業務支援をテーマに、特許技術でセキュアにリモートアク
セスを可能とするDoMobileと、カメラや電子署名を実装したセ
キュアブラウザを用いてモバイル端末による業務改革を実現する
快作モバイル＋を出展。

【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 品川シーサイドキャナルタワー
  【TEL】 03-5780-6111
  【E-mail】 hsc-contact@mlc.hitachi-solutions.com
  【URL】 https://www.hitachi-solutions-create.co.jp/

出
展
内
容

アットホーム(株)
At Home Co.,Ltd.

EA46
豊富な不動産データをもとに、アパートローンの「融資審査」「リ
スク管理」に即した不動産調査業務の効率化、標準化をご提案い
たします。実際の賃料データ、推計した賃料下落率や空室率をご
確認いただけます。

【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
  【TEL】 03-3580-1286
  【E-mail】 data-solution01@athome.co.jp
  【URL】 https://business.athome.jp/frp/

出
展
内
容

(株)スカイコム
SKYCOM Corporation

EA47
脱ハンコ、デジタル化推進─金融機関75社への導入実績を誇
る、スカイコムの『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】	広報部 
【連 絡 先】 〒101-0023 東京都千代田区神田松永町 秋葉原ビルディング10階
  【TEL】 03-5289-0788
  【URL】 https://www.skycom.jp/

出
展
内
容

(株)登記簿図書館
toukibotosyokan

EA49
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も判る。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/

出
展
内
容

(株)ホームズ
HOMES CO .,LTD.

EA51
『DX』をどう実現するかでお困りの方必見。特許技術のホームズＡ
Ｉで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を
活用して、担保評価業務改革、不動産担保契約書の電子化を実現
した事例をご紹介。

【担当部署】	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
  【URL】 https://www.homes-sys.co.jp/

出
展
内
容

ウィッツェル(株)
Witswell Consulting & Solutions Inc.

EA48
手書電子署名、署名の認証や照合、押印を電子化するSignet 
scanner（印面読取装置）等の窓口業務や業務フローのDX・リモ
ートワークを推進する製品群を展示します。

【担当部署】	New EC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://witswell.co.jp/

出
展
内
容

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

EA50
金融デジタライゼーションの課題を解決！ ○非対面取引を全てオ
ンラインで完結し不正申込排除可能な独自DBを搭載したeKYC
ソリューション○請求書・領収書の全てをペーパーレスにする
SMSサービスを実現したDocMail

【担当部署】	営業本部 
【連 絡 先】 〒105-0074 東京都港区愛宕１丁目３－４ 愛宕東洋ビル９階
  【TEL】 03-6756-8686
  【E-mail】 seminar@clovernetwork.co.jp
  【URL】 https://www.clovernetwork.co.jp/

出
展
内
容
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SGシステム(株)
SG SYSTEMS CO.,LTD.

EA59
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。また、物流ソリ
ューション組合せによる金融機関様向け業務活用のご紹介をさせ
て頂きます。

【担当部署】	ＢＰＯ事業部 事業推進ユニット
【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/

出
展
内
容

(株)テイルウィンドシステム
Tailwindsystem Co.,Ltd.

EA60
業業務管理と会計管理を【eRIMS(リムス)】シリーズで一元管
理。資産施設や決算書、出資会員管理など、様々なリソースを有
機的、多角的に管理できます。中でも今回はニーズの高い経費支
払管理システムをご紹介！

【担当部署】	eRIMS事業部 
【連 絡 先】 〒190-0014 東京都立川市緑町3-1 GREEN SPRINGS E1-3階
  【TEL】 042-548-1511
  【E-mail】 rims-info@tailwind.co.jp
  【URL】 https://e-rims.com/

出
展
内
容

(株)ココペリ
KOKOPELLI Inc.

EA61
70以上の地域金融機関で運用中の法人向け経営支援プラットフ
ォーム「Big Advance」を展示しています。その他、与信判断・
資金需要予測などを行うAIサービスをご紹介！ぜひブースまでお
越しください。

【担当部署】	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】 050-1741-2113
  【E-mail】 info@kokopelli-inc.jp
  【URL】 https://www.kokopelli-inc.com/

出
展
内
容

(株)インフォマティクス
Informatix Inc

EA62
自治体・警察などで数多くの実績を持つ地理情報システムの「プ
ロ」の当社が手掛ける地図ソリューションを金融機関様向けに仕
立て直した最新の営業支援地図システム等を展示ブースにてご
体験下さい。

【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】 sales-finance@informatix.co.jp
  【URL】 https://www.informatix.co.jp/fit/

出
展
内
容

PingCAP(株)
PingCAP

EA63
我々PingCAP株式会社はTiDBという分散型データベースを取
り扱っており、新しいアプローチで今までのDBの課題に手が届く
面白い製品となっております。

【担当部署】	ビジネスデベロップメント部
【連 絡 先】 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビルディング9F
  【URL】 https://pingcap.com/jp/

出
展
内
容

(株)JON
Joint Office Network

EA64
①シカクマップは月1万円で全国２５．４万km2、約２億１千万筆の
地番データにより不動産登記調査を強力サポート！
②登記アラートサービスは不動産担保データに登記変化を毎月
突合して謄本代の大幅削減を実現します！

【担当部署】	金融営業部 
【連 絡 先】 〒162-0814 東京都新宿区新小川町5-1 ニューリバー51 4F
  【TEL】 03-3269-1220 
  【URL】 https://www.jon.co.jp/

出
展
内
容

コクヨ(株)
KOKUYO Co.,Ltd.

EA65
営業店効率化ペーパーレスシステムのデモ展示。
①新電帳法対応の電子取引証憑の保存や伝票スキャナ保存クラウド
②融資契約書類のイメージ、電子契約、紙文書のICタグ管理がで
きる債権書類管理システム

【担当部署】	イノベーションセンター 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】 080-3522-7251
  【E-mail】 kokuyo_ims@kokuyo.com
  【URL】 https://www.kokuyo-st.co.jp/solution/ims/

出
展
内
容

(有)竹橋経営コンサルティング
takebashi management consulting

EA66
資金繰り予想クラウドサービス「ICAROS-V」は、決算データ等
から【資金繰り予想】を自動作成できます。経営者と未来について
の対話が実現でき、そこからコンサルティングサービスへの展開
が可能となります。

【担当部署】	イカロス事業部 
【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/

出
展
内
容

アルテアエンジニアリング(株)
Altair Engineering, Inc.

EA58
Altairは、人工知能（AI）、製品開発、HPCの分野において、ソフ
トウェアやクラウドソリューションを提供するグローバル企業で
す。データを抽出、生成、活用して、根拠に基づいた判断のための
データ分析製品を提供しています。

【担当部署】	マーケティング部 
【連 絡 先】 〒104-0031 東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン14階
  【TEL】 03-6225-5816
  【E-mail】 jp-marketing@altair.com
  【URL】 https://www.altair.com/

出
展
内
容

(株)カウリス
Caulis Inc.

EA57
FATF第4次対日相互審査結果を踏まえて、継続的顧客管理に関
する新規サービスを中心に、カウリスによる金融機関様向けAML
のDXの取組みについてご紹介いたします。

【担当部署】	セキュリティ事業部 
【連 絡 先】 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル4F FINOLAB内
  【TEL】 03-4577-6567
  【E-mail】 info@caulis.jp
  【URL】 https://caulis.jp/

出
展
内
容

(株)パイプドビッツ
PIPED BITS Co.,Ltd.

EA56
業務WEB化・サイト改善の事例やデモアプリをその場でご紹介！
実際にアプリに触れて、WEB化のイメージづくりにお役立てくだ
さい。非対面チャネルのお悩みがあれば解決方法を豊富な実績か
らご提案します。

【担当部署】	金融ソリューション事業本部 
【連 絡 先】 〒107-0052 東京都港区赤坂2-9-11 オリックス赤坂2丁目ビル
  【TEL】 03-5575-6601 
  【URL】 https://www.pi-pe.co.jp/

出
展
内
容

日本データカード(株)
Datacard Japan Co., Ltd.

EA55
DXと店舗改革を推進するための各種ソリューションをご紹介い
たします。次世代の即時発行機やデジタルID、さらにはダイレクト
マーケティングに活用できる各種カードソリューションを展示いた
します。

【担当部署】	営業本部 
【連 絡 先】 〒141-0032 東京都品川区大崎１丁目６－３ 日精ビル9F
  【TEL】 0570-032-223
  【URL】 https://www.datacard.co.jp/

出
展
内
容
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(株)NTTデータエービック
NTT DATA ABIC Co., Ltd.

EA67
「重要情報シート」の導入と運用をサポートする「重要情報シート
サポートサービス」をご提案いたします。重要情報シートの準備で
お困りのお客様は、ぜひ一度、当社のアウトプットイメージやデモ
動画をご覧ください。

【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
  【URL】 https://www.abic.co.jp/

出
展
内
容

コベルコシステム(株)
KOBELCO SYSTEMS CORPORATION

EA68
常に変化への追随が求められるいま、業務を支えるシステム
もまた変化に柔軟であることが求められます。変化対応力の
あるシステムで時代を生き抜く為に、IT刷新を支援する当社の

「FREEKS」ご紹介します。
【担当部署】	インダストリー営業部　第2グループ 
【連 絡 先】 〒141-8688 東京都品川区北品川５丁目９－１２ 北品川ONビル4階
  【TEL】 03-5739-5194
  【E-mail】 finance@kobelcosys.co.jp
  【URL】 https://www.kobelcosys.co.jp/

出
展
内
容

LexisNexis Risk Solutions
LexisNexis Risk Solutions

EA69
インターネットバンキングやオンライン取引で起こりえる、なりす
ましによる被害防止ソリューション（口座開設・ローン申し込み・ロ
グイン・ポイント交換・送金）とAMLスクリーニングソリューション
を提供しています。

【担当部署】	International Sales / Fraud and Financial Crime Compliance 
【連 絡 先】 〒107-6012 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル12階
  【TEL】 080-4219-6788
  【E-mail】 Junya.Ichinose@Lexisnexisrisk.com
  【URL】 https://risk.lexisnexis.com | https://solutions.risk.lexisnexis.com/threatmetrix

出
展
内
容

シナジーマーケティング(株)
Synergy Marketing

EA70
【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
■シナジーマーケティング社主催セミナー【金融機関限定】
■2021年10月15日（金）15:00～16:00　アーカイブ閲覧可能

【担当部署】	デジタルマーケティング事業部 金融ビジネス推進グループ 
【連 絡 先】 〒102-0023 東京都千代田区九段北4丁目1-28 九段ファーストプレイス  7F
  【TEL】 06-4790-2300
  【E-mail】 fbu@synergy101.jp
  【URL】 https://synergy-marketing.co.jp/

出
展
内
容

(株)ラネクシー
RUNEXY CORPORATION

EA72
クライアント操作ログを取得する「MylogStar」やコンプライア
ンス向上・機密データ漏洩防止ソリューション「Janusseal」、
UEM（統合エンドポイント管理）ソフトウェア「FileWave」を出展
します。

【担当部署】	第1営業本部 プロダクトソリューション部 
【連 絡 先】 〒160-0023 東京都新宿区西新宿西新宿8-1-2 PMO西新宿3F
  【TEL】 03-6261-4711
  【URL】 https://www.runexy.co.jp/

出
展
内
容

(株)JSOL
JSOL　Corporation

EA73
企業の成長と業況の変化を予測するサービス「FinCast」や
Salesforceを使ったローン申し込み等の顧客接点改革ソリュー
ションを展示しております。ぜひご覧になってください。

【担当部署】	ソーシャルトランスフォーメーション事業本部 ソリューション営業部
【連 絡 先】 〒104-0053 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】 webinfo@jsol.co.jp
  【URL】 https://www.jsol.co.jp/company/

出
展
内
容

(株)NTTデータ
NTT DATA Corporation

EA73
オープンサービスアーキテクチャ（OSA）をはじめとする、ＮＴＴデ
ータが力を入れるソリューションなどを皆様にお届けいたします。

【担当部署】	金融事業推進部 
【連 絡 先】 〒135-6033 東京都江東区豊洲3-3-3 豊洲センタービル
  【TEL】 050-5546-7825
  【E-mail】 fin.kouhou@kits.nttdata.co.jp
  【URL】 http://www.nttdata.co.jp/

出
展
内
容

Twilio Japan(同)
Twilio Japan G.K.

EA73
Twilio Japanは、NTTデータブースにおいて、SMSを活用した
セキュリティソリューションをご紹介いたします。また、お客様に合
わせたコミュニケーションチャネル構築もご紹介して参ります。

【担当部署】	パートナー営業部 マーケティング部
【連 絡 先】 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F
  【TEL】 050-3196-5777
  【E-mail】 info_japan@twilio.com
  【URL】 https://www.twilio.com/ja/

出
展
内
容

日本電子計算(株)
Japan Information Processing Service Co.,Ltd.

EA73
口座開設を申込されるお客様向けの利便性向上や事務手続きの
省力化を実現するために口座開設業務をDX化し刷新しました。
口座開設業務をタブレットまたはWeb申込による電子化へ切り替
えることを実現するサービスとなります。

【担当部署】	証券事業部証券営業統括部証券営業担当 
【連 絡 先】 〒102-8235 東京都千代田区九段南１丁目３番１号 
  【TEL】 03-5210-0155
  【URL】 https://www.jip.co.jp/

出
展
内
容

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

EA83
「トヨタ生産方式」を応用し「金融機関の渉外部門における前年比
１２５％超の実績」を実現する企業です。渉外部門の属人的でム
ラムリムダのある活動を改善し「実績向上を実現する人材育成戦
略」をご提供します。

【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
  【E-mail】 info@exp-consulting.jp
  【URL】 https://www.exp-consulting.jp

出
展
内
容

北陸コンピュータ・サービス(株)
HOKURIKU COMPUTER SERVICE CO.,LTD

EA84
「融資契約書（電子契約サービス）」「相続事務（Ｗｅｂ受付・集中
事務）」「集中業務ＢＰＯ（伝票・口振・諸届・本確）」の各ソリューシ
ョンに加え、現在当社が取り組んでいる新たなシステムについて
ご提案します。

【担当部署】	金融ビジネス本部 金融営業部
【連 絡 先】 〒939-2708 富山県富山市婦中町島本郷４７－４ 
  【TEL】 076-495-9821
  【E-mail】 rcv-kinyu-pkg-sales@hcs.co.jp
  【URL】 https://www.hcs.co.jp/

出
展
内
容
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(株)ヴァリューズ
VALUES, Inc.

EB05
250万人規模の消費者行動ログと性年代などの属性情報を活用
し、金融機関のDXを支援。すでに都市・地方銀行、証券会社、生
損保、FX、ネット証券会社など40社超の支援実績があり、多くの
事例もご紹介いたします。

【担当部署】	データマーケティング局 コンサルティングG 
【連 絡 先】 〒107-0052 東京都港区赤坂2-19-4 FORUM赤坂5F
  【TEL】 03-6277-6812
  【E-mail】 marketing@valuesccg.com
  【URL】 https://www.valuesccg.com

出
展
内
容

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

EB07
金融サービス20年の実績とNTT研究所の最先端技術をご紹介！
特権ID管理・AI技術を活用した音声ソリューション・銀行APIな
ど、皆様にとって必要な求めているサービスを展示中！

【担当部署】	デジタルトランスフォーメーション事業部 
【連 絡 先】 〒108-8202 東京都港区芝浦３－４－１ 田町グランパークタワー１５Ｆ
  【URL】 https://www.ntt-tx.co.jp/

出
展
内
容

(株)キャピタル・アセット・プランニング
Capital Asset Planning,Inc

EB08
弊社ブースでは、事業承継・財産承継プラットフォーム・ゴールベ
ースプランニング・非対面資産形成支援ツール、AI-OCR等のソリ
ューションを展示しております。

【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/

出
展
内
容

ディサークル(株)
D-CIRCLE inc.

EB09
POWER EGGは金融機関業務の「ハンコレス・ペーパーレス」を
実現する業務改革ソフトです。これまでのFITセミナーにて講演
頂いた金融機関様の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
  【URL】 https://poweregg.d-circle.com/

出
展
内
容

三谷産業(株)
MITANI SANGYO Co., Ltd.

EB09
POWER EGGは金融機関業務の「ハンコレス・ペーパーレス」を
実現する業務改革ソフトです。これまでのFITセミナーにて講演
頂いた金融機関様の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 
  【TEL】 03-3514-6010
  【URL】 https://www.mitani.co.jp/

出
展
内
容

(株)エムティーアイ
MTI Ltd.

EB10
様々な金融業務に対応可能なeKYCサービスをメインにアプリ開
発・運用支援等のエムティーアイが提供するスマホ向けソリューシ
ョンをご紹介。セミナーではeKYCで描く一歩先の未来戦略につ
いてご紹介します。

【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.mobcon.jp/

出
展
内
容

(株)ビジネスコンサルタント
Business Consultants, Inc.

EB02
withコロナ時代における業績向上に向けて必要なナレッジを可
視化、整理、共有、学べる環境をつくる支援のご紹介、組織内に新
たな学習スタイルを取り入れて、業績向上のきっかけづくりの支
援をご紹介させていただきます。

【担当部署】	IPC本部 ラーニングデザイン部
【連 絡 先】 〒101-0029 東京都千代田区神田相生町1番地 秋葉原センタープレイスビル8F
  【TEL】 03-6260-7587
  【URL】 https://www.bcon.jp/

出
展
内
容

Creww(株)
CREWW INC

EB03
地方の中堅・中小企業の課題を解決！革新的サービスや技術を持
つ5600社のスタートアップとの協業により様々な新規事業・新サ
ービスが生まれています。外部のノウハウを取り入れる経営戦略
が注目されています。

【担当部署】	Open Innovation Dept.Partner Team Biz Dev. 
【連 絡 先】 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目19-9 第一暁ビル 4F
  【TEL】 03-6455-1816
  【E-mail】 tajiri@creww.me
  【URL】 https://creww.me/

出
展
内
容

(株)浜名湖国際頭脳センター
Hamanako Institute Corporation

EB04
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10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。

【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

出
展
内
容

ネットムーブ(株)
netmove

EB14
『セキュリティ』、『認証』、『キャッシュレス』にピンと来たら金融機
関へのサービス導入実績100社以上のネットムーブにお任せくだ
さい。
当展示会ではFIDO認証及び脆弱性診断をご紹介いたします。

【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】 sugai@netmove.co.jp
  【URL】 https://www.saat.jp/

出
展
内
容

セキュリティゾーン

〈出展社紹介〉

EBブロック

22

店舗ゾーン

セキュリティゾーン



（
出
展
社
紹
介
）

Ｆ
Ｉ
Ｔ
２
０
２
１

Ｅ
Ｂ
ブ
ロ
ッ
ク

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

EB18
FIT内セミナーでもご講演いただく愛媛銀行様にて、ローン申込
受付業務の効率化を実現した『BankNeo電子帳票ソリューショ
ン』のほか、最新のCRMソリューション『SMART BankNeo』の
デモ機等を展示いたします。

【担当部署】	ＢａｎｋＮｅｏ事業部 
【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_sales@jast.co.jp
  【URL】 https://www.bankneo.jp/

出
展
内
容

(株)ノースアイランド
Know's i-land

EB19
現在100社超の金融機関等で活用いただいているコンサルティ
ング営業支援ツール、その情報をカルテとリンクして管理できる
機能、お客さま向けスマホサービス、革新的な双方向セミナーシ
ステムなどをご紹介します。

【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

出
展
内
容

(株)ジンテック
JINTEC Corporation

EB22
「新・"非対面"戦略」をテーマに、ジンテックの「電話×金融DXソ
リューション」をご紹介。「セキュリティ」「コミュニケーション」を
キーワードに、ポストコロナの非対面戦略にお役立ていただける
コンテンツをご用意しております。

【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】 03-5276-3731
  【E-mail】 seminar2@jintec.com
  【URL】 https://www.jintec.com/

出
展
内
容

(株)アグレックス
AGREX Inc.

EB23
データの整備はできていますか？顧客情報の名寄せ・統合管理の
実現によるCRM強化やAML・ペイオフ対応によるガバナンス強
化など、ビジネス変革を支える様々なデータ利活用ソリューション
をご紹介します。

【担当部署】	営業本部　営業統括部 ソリューション営業部
【連 絡 先】 〒163-1438 東京都新宿区西新宿３－２０－２ 東京オペラシティ３８階
  【TEL】 03-5371-1505
  【E-mail】 solution_sales_dept@m.agrex.co.jp
  【URL】 https://www.agrex.co.jp/

出
展
内
容

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

EB24
東芝デジタルソリューションズは、様々な事業領域で培ってきた
幅広い経験やノウハウと、IoTや人工知能（AI）など先進のデジタ
ル技術を融合し、金融機関様にデジタルソリューションを提供し
ています。

【担当部署】	ＩＣＴリューション事業部　金融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 株式会社 東芝スマートコミュニティセンター 
  【TEL】 044-331-1130 
  【URL】 https://www.global.toshiba/jp/company/digitalsolution.html

出
展
内
容

セイコーソリューションズ(株)
Seiko Solutions Inc.

EB25
金融機関のペーパーレス化をサポート！
与信審査、電子契約、QR認証など、電子帳簿保存法対応、業務効
率化＆自動化、収益力向上を幅広く解決できるサービスを紹介し
ます。ぜひブースへお立ち寄りください。

【担当部署】	デジタルトランスフォーメーション本部 
【連 絡 先】 〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-6-1 
  【TEL】 03-6779-8954
  【E-mail】 support@seiko-sol.co.jp
  【URL】 https://www.seiko-sol.co.jp/

出
展
内
容

(株)ショーケース
Showcase.Inc.

EB26
カンタンeKYC「ProTech ID Checker」が選ばれる5つの理由
1. 最短1週間で導入可能   2. ブラウザで完結
3. カスタマイズ可能         4. 使いやすい管理画面
5. 安心のセキュリティ

【担当部署】	SaaS事業部 マーケティングチーム
【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】 03-5575-5104
  【E-mail】 sd@showcase-tv.com
  【URL】 https://www.showcase-tv.com/

出
展
内
容

ブラザー販売(株)
BROTHER SALES, LTD.

EB27
ブラザーブースでは、外出先で印刷可能なモバイルプリンター
や、非対面でタブレットから印刷することが可能なレーザープリン
タなどニューノーマルにオススメなソリューションをご紹介してお
ります。

【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】 joho-promotion@brother.co.jp
  【URL】 https://www.brother.co.jp/product/biz/business-navi/industry/financial/index.aspx

出
展
内
容

ウイングアーク１ｓｔ(株)
WingArc1st Inc.

EB30
データ集計やレポート作成の効率化、データに基づく迅速な意思
決定を促進する、データ活用ソリューション金融機関の共通業務
をテンプレート化、信金/銀行/保険など事例多数事例企業様ご登
壇セミナー14日実施

【担当部署】	マーケティング本部 
【連 絡 先】 〒106-0032 東京都港区六本木3-2-1 六本木グランドタワー36階
  【TEL】 03-5962-7400
  【URL】 https://www.wingarc.com/solution/finance/

出
展
内
容

タレスDISジャパン(株)
Thales DIS Japan

EB15
FIT2021のタレスブースでは、機密情報保護のための、HSMを
核とした暗号化/トークン化ソリューション及び最新の決済媒体を
ご紹介いたします。

【担当部署】	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部
【連 絡 先】 〒107-0052 東京都港区赤坂2-17-7 赤坂溜池タワー8階
  【TEL】 03-6234-8100
  【E-mail】 cpl.jpsales@thalesgroup.com
  【URL】 https://cpl.thalesgroup.com/ja

出
展
内
容

セキュリティゾーン

(株)セキュリティリサイクル研究所
Security Recycle Institute Co,. Ltd.

EB16
セキュリティリサイクル研究所（SRI）は、金融機関様の業務改革
や情報セキュリティ強化を文書管理を通じてサポートします。
■文書管理システム「BUNTAN」
■文書管理コンサルティング

【担当部署】	営業統括部 
【連 絡 先】 〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町3-1-2 FORECAST新常盤橋6階
  【TEL】 03-6214-3421
  【E-mail】 tamura@sri-net.co.jp
  【URL】 https://www.sri-net.co.jp/

出
展
内
容

セキュリティゾーン

ベリントシステムズジャパン(株)
Verint Systems Japan K.K.

EB31
ベリントは、金融取引すべての通話・対面応対を記録するコンプラ
イアンス管理ソリューションと、在宅業務プロセスを可視化し、業
務の量・リソース・配分を可視化・最適化・予測するソリューション
を紹介します。

【担当部署】	カスタマーエンゲージメントソリューションズ 
【連 絡 先】 〒102-0083 東京都千代田区麹町5-1 NK真和ビル８F
  【TEL】 03-6261-0970
  【E-mail】 al_japansales@verint.com
  【URL】 https://www.verint.com/ja

出
展
内
容
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リンカーズ(株)
Linkers Co., Ltd.

EB33
BMシステム「Linkers for BANK」の実績や未来像を展示して
います。（直近6ヶ月の商談数は平均3,214件、2018年3月のサ
ービス開始以降、約4万件の商談と1万件超の成約を創出）

【担当部署】	LFB事業部 
【連 絡 先】 〒112-0004 東京都文京区後楽2-3-21 住友不動産飯田橋ビル6階
  【TEL】 03-6822-9583
  【E-mail】 lb-sales@linkers.net
  【URL】 https://corp.linkers.net/

出
展
内
容

(株)オプロ
OPRO Co., Ltd.

EB35
行内の申請書類を電子化し申請プロセスの一気通貫を実現する
申請電子化サービス「カミレス」をご紹介します。顧客と行員が同
じプラットフォーム上で「まるで紙のコミュニケーション」のような
申請手続きが可能です。

【担当部署】	マーケティング部 
【連 絡 先】 〒104-0031 東京都中央区京橋2-14-1 兼松ビルディング6階
  【TEL】 03-3538-6510
  【E-mail】 https://www.opro.net/contact/
  【URL】 https://www.opro.net/

出
展
内
容

Xspear Consulting(株)
Xspear Consulting, Inc.

EB36
今 年 4 月 に 始 業した 戦 略 / D Xコン サ ルファー ム X s p e a r 
Consultingとグループ会社であるシンプレクスがワンチームと
なり、最先端テクノロジーに立脚した戦略立案と実行支援を一気
通貫で提供します。

【担当部署】	経営企画 
【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】 03-3539-7381
  【URL】 https://www.xspear.co.jp/

出
展
内
容

シンプレクス(株)
Simplex Inc.

EB36
シンプレクスが得意とする、ビジネス戦略立案力と先端テクノロ
ジーの高度な実装力が、あらゆる業界のDX最前線に向けて確か
な付加価値をご提供することが可能です。是非ブースにお立ち寄
りください！

【担当部署】	経営企画 
【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】 03-3539-7370
  【E-mail】 sales-team@simplex.ne.jp
  【URL】 https://www.simplex.inc/

出
展
内
容

Eltropy Japan(同)
Eltropy Japan G.K.

EB37
Eltropyの機能、適用ユースケース、米国・日本の事例など、デモを
まじえて紹介させて頂きます。

【担当部署】	営業部 
【連 絡 先】 〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目23番1号 アークヒルズ・フロントタワーINCONTROL内
  【TEL】 080-3150-7702
  【E-mail】 d.ikeda@eltropy.com
  【URL】 https://www.eltropy.co.jp/

出
展
内
容

eBaoTech Japan(株)
eBaoTech Japan K.K.

EB38
商品開発のイノベーションと最適化の答えはレゴブロック？「保険
商品発売に必要な長い開発と莫大なカスタマイズ費用」の課題を
解決した保険企業２００社が採用したカラクリをご紹介します。

【担当部署】	カントリーマネジャー 
【連 絡 先】 〒107-0062 東京都港区南青山2丁目2番15号 ウィン青山14階
  【TEL】 03-6869-9473
  【E-mail】 info@ebaotech.com
  【URL】 https://www.insuremo.com/ja-JP

出
展
内
容

三菱電機インフォメーションシステムズ(株)
MITSUBISHI ELECTRIC INFORMATION SYSTEMS CORPORATION

EB31
非対面営業・在宅勤務等のサポートソリューションとして
①Microsoft Teamsでの会議内容全自動保存、②テレワーク中
の従業員からの情報漏洩対策、③来店客を光のサインで案内・誘
導の3つを展示します。

【担当部署】	BI1課 
【連 絡 先】 〒108-0023 東京都港区芝浦4-13-23 MS芝浦ビル
  【TEL】 03-5445-7353
  【E-mail】 https://www.mdis.co.jp/contact/
  【URL】 https://www.mdis.co.jp/

出
展
内
容

(株)秀光
Shukoh Co., Ltd.

EB32
74年に渡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、オンライン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 企画広報ユニット
【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】 https://www.shukoh.co.jp

出
展
内
容

店舗ゾーン

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

EB31
顧客応対における、対面・電話・Webの３つのチャネルに役立つソ
リューションをご紹介！ 対面録音クラウドサービス・高指向性マイ
クロフォン・通話中のFAQリアルタイムレコメンド・FAQ公開・チャ
ットボット

【担当部署】	Value Co-creation事業本部 
【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
  【TEL】 044-280-8770
  【E-mail】 ccs-sales@ml.ntt-at.co.jp
  【URL】 https://www.ntt-at.co.jp/

出
展
内
容

U&Iアドバイザリーサービス(株)
U&I Advisory Service Co., Ltd.

EB31
「コロナ下での金融機関の在宅・対面業務の再定義～コンプライ
アンスと効率性向上の観点から」と題し、コンプライアンスの担保
やガバナンス強化など金融機関の現状の再認識と求められる対
策について議論いたします。

【担当部署】	LaTech 
【連 絡 先】 〒107-6036 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル36階
  【TEL】 03-5575-8019
  【URL】 https://ui-advisory.com/latech/

出
展
内
容

エス・アンド・アイ(株)
S&I CO., Ltd.

EB31
リモートワークにおける生産性の向上や働き過ぎの抑制などを
目的に「業務の見える化と最適化」に注目が集まります。S&Iは
VERINTブースで「VERINT Operations Manager」による
業務管理をご紹介します。

【担当部署】	マーケットコミュニケーション 
【連 絡 先】 〒105-0003 東京都港区西新橋1-7-14 京阪神 虎ノ門ビル
  【TEL】 03-6822-8409
  【E-mail】 info@sandi.co.jp
  【URL】 https://sandi.jp

出
展
内
容

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

EB34
「Enterprise Serialna（エンタープライズ シリアルナ）」は顧
客の来店目的や接客時間などのデータによる分析により、店舗の
業務改革や施策検討をサポートする次世代型受付発券システム
です。

【担当部署】	産業流通ソリューション事業本部 産業流通ソリューション事業部
【連 絡 先】 〒104-6591 東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー26F
  【TEL】 080-9681-5543
  【E-mail】 shibatani.yasuyuki.5tc@nhs.co.jp
  【URL】 https://serialna.com/ja/enterprise/bank.html

出
展
内
容

店舗ゾーン
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丸紅情報システムズ(株)
Marubeni Information Systems

EB40
米国を中心に投資家、生命保険、銀行等のプロフェッショナルユ
ースで活用されているNetmotion社のリモートワークソリューシ
ョンをご紹介いたします。通信最適化機能により、安定したリモー
ト接続を実現します。

【担当部署】	 IT基盤ソリューション事業本部
【連 絡 先】 〒169-0072 東京都新宿区大久保3-8-2 新宿ガーデンタワー14階  
  【TEL】 03-4243-4210
  【E-mail】 ps-marketing@marubeni-sys.com
  【URL】 https://www.marubeni-sys.com/

出
展
内
容

(株)コア
CORE CORPORATION

EB41
■ATM利用者見守りソリューション（AIで振り込め詐欺防止や
ATM待ち時間を通知） ■Fin Map（AI土地評価ソリューション
で未来の価値が分かる） ■コアRPAソリューション（RPA適合性
診断サービスで導入効果を見える化）

【担当部署】	ビジネスソリューションカンパニー ソリューションビジネス本部 
【連 絡 先】 〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-26 コア第２ビル
  【TEL】 03-3795-5141
  【E-mail】 dx-insight@core.co.jp
  【URL】 https://www.core.co.jp

出
展
内
容
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Finastra
Finastra

G502-01
シンジケートローンの期中管理・サービシング業務を中心にEnd-
to-Endレンディング・デジタルプラットフォームの最先端情報を案
内します。コーポレートバンキングのデジタル化に興味ある方ご
参加ください。

【担当部署】	セールス 
【連 絡 先】 〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町イトシア12階
  【TEL】 03-5512-7191
  【E-mail】 reiko.masood@finastra.com
  【URL】 https://www.finastra.com/

出
展
内
容

(株)N.ジェン
N.GeN CORPORATION

G502-07
画像に簡単タグつけでラクラク検索！TAGGETを使用すればフォ
ルダをダブルクリックすることも、画像を間違えることも、画像を
整理・棚卸しする必要もありません。本製品を中心としたお話をし
ます。

【担当部署】	DTx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】 070-6674-1557
  【E-mail】 dtx-promotion@ngen.co.jp
  【URL】 https://ngen.jp/

出
展
内
容

Blue Prism(株)
Blue Prism KK

G510-04
10月14日（木）14:40～15:40 にG棟にてセミナー「従業員が輝
く！？ビジネストランスフォーム（BX）のススメ。 」を開催いたしま
す。

【担当部署】	マーケティング本部 
【連 絡 先】 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-3-20 神谷町MTビル 14F
  【TEL】 03-6322-7648
  【E-mail】 jpinfo@blueprism.com
  【URL】 https://www.blueprism.com/japan/

出
展
内
容

(株)STANDARD
STANDARD K.K.

G510-01
金融機関限定のセミナーを開催。DX・ESG推進のノウハウをお伝
えします。
■DX推進セミナー10月14日木曜日：G510 10:10-11:10
■ESG推進10月15日金曜日：G402 10:10-11:10

【担当部署】	経営 
【連 絡 先】 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3‐7‐2 東京堂錦町ビルディング5F
  【TEL】 03-5577-7699
  【E-mail】 g-event@standard-dx.com
  【URL】 https://standard-dx.com/

出
展
内
容

ジェイズ・コミュニケーション(株)
J’s Communication Co., Ltd.

G510-06
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？クラウド活用が進み「ゼロトラスト」が注目される中、
WEB分離/インターネット分離がもたらす効果と弊社ソリューショ
ンをご紹介。

【担当部署】	RevoWorksビジネスユニット 
【連 絡 先】 〒104-0033 東京都中央区新川1-16-3 住友不動産茅場町ビル
  【TEL】 03-6222-5858
  【問い合わせ】 https://jscom.jp/revoworks/contact/
  【URL】 https://jscom.jp/revoworks/

出
展
内
容

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)
Western Union Business Solutions Japan

G602-07
弊社ウエスタンユニオン・ビジネスソリューションズと日本ユニシ
スが共同で開発する、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」
をご紹介。

【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/en-jp/

出
展
内
容

日本ユニシス(株)
Nihon Unisys, Ltd.

G602-06
お客さまの豊かな100年人生の実現をサポートする個人向け金
融アドバイスアプリ「Monedge」について講演します。
開催日時：10月15日（金）10:10-11:10
セミナー番号：G602-06

【担当部署】	ビジネスイノベーション推進部　 DXサポートセンター　DXサポート室
【連 絡 先】 〒135-8560 東京都江東区豊洲1-1-1 
  【E-mail】 fit-box@ml.unisys.co.jp
  【URL】 https://www.unisys.co.jp/

出
展
内
容

(株)セールスフォース・ドットコム
salesforce.com Co.,Ltd.

G610-06
10月15日「Salesforceで実現する顧客起点の地域DX（仮）」
をテーマに、地域金融機関がSalesforceを活用してどのように
顧客起点の地域DXを実現できるのか事例を交えてご紹介いたし
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/

出
展
内
容

DataRobot Japan
DataRobot Japan

G610-04
"AIの民主化"をミッションとするDataRobotは、導入の最難関で
ある"AIモデル構築ができる専門人材が必要"というハードルを構
築自体を自動化する最新技術で解決し、容易に導入できるソリュ
ーションとして提供しています。

【担当部署】	マーケティング 
【連 絡 先】 〒100-6906 東京都千代田区丸の内 丸の内パークビルディング6階
  【URL】 https://www.datarobot.com/jp/

出
展
内
容

(株)オカムラ
OKAMURA CORPORATION

G602-02
支店、母店、本部まで加えた『店舗網』という観点でご紹介し、ま
た“持続可能な社会の実現には、地域金融を支える為の店舗数の
維持が必要”と考え、様々な課題に対して『次世代小型店舗』構築
による解決を図ります。

【担当部署】	セキュリティ営業部
【連 絡 先】 〒105-0003 港区西新橋２－８－６ 住友不動産ビル１２階 
  【TEL】 090-2324-1980
  【URL】 https://www.okamura.co.jp/

出
展
内
容

〈出展社紹介〉

G棟FITセミナー
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NEC
NEC

14日・終日
B5(1)会場

北國銀行様による『オールクラウド化 IT基盤更改』のご講演と、
金融DX推進の課題解決のご提案として 『eKYC』『AI不正・リス
ク検知』『API連携プラットフォームサービス』に関する講演の、計
4セミナーを実施いたします。

【担当部署】	FIT2021運営事務局 
【連 絡 先】 〒105-8540 東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビル6F
  【E-mail】 fit_event@fsp.jp.nec.com
  【URL】 https://jpn.nec.com/index.html

出
展
内
容

富士通(株)
Fujitsu Limited

1５日・午後
B5(1)会場

富士通は、メガバンクの決済領域における最新の取組、DX人材
育成戦略、アジャイル開発、富士通が描く未来社会…など金融
DXに欠かせないトピックスを金融機関様や有識者のご登壇セミ
ナーからお届けいたします。

【担当部署】	第一ファイナンス事業本部 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
  【URL】 https://www.fujitsu.com/jp/solutions/industry/financial/

出
展
内
容

Backbase Japan(株)
Backbase Japan

B7(2)-07
Backbaseは、金融機関がデジタル化に必要な機能やサービス
を、ワンプラットフォームで提供しています。金融機関のデジタル
化により、顧客体験と顧客満足度を向上して企業の成長をサポー
トします。

【担当部署】	Sales 
【連 絡 先】 〒106-0032 東京都港区六本木7-7-7 トライセブン六本木 8F 
  【URL】 https://backbase.co.jp/

出
展
内
容

(株)キーエンス
KEYENCE CORPORATION

B7(2)-04
『キーエンスの高収益を支えるデータ活用術～金融機関での活用
事例～』と題し、キーエンスのデータ活用のポイントと、金融機関
での活用事例をご紹介します。

【担当部署】	データアナリティクス事業グループ 
【連 絡 先】 〒135-0091 東京都港区台場2-3-1 4F
  【TEL】 03-5530-8155
  【URL】 https://analytics.keyence.com/ja/

出
展
内
容

(株)ソフトロード
SoftRoad.Co.,Ltd

B7(2)-01
株式会社ソフトロードは、お客様の業務システムのモダナイゼー
ションを行う会社です。
既存システムが新たなシステムにつながり、データを活用できる
よう、AI技術を活用した「システムリフォーム」を提供します。

【担当部署】	営業部 
【連 絡 先】 〒105-0014 東京都港区芝１－１４－４ 芝桝田ビル ７階
  【TEL】 03-3453-2323
  【URL】 https://www.softroad.co.jp/

出
展
内
容

〈出展社紹介〉

B5特別セミナー

〈出展社紹介〉

B7セミナー
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Nota(株)
Nota, Inc.

D5-01
【ユーザーに答えを。現場に余裕を】
「Helpfeel」はあらゆる質問表現に対応できる革新的なFAQシ
ステムです。人ごとに違ってくる曖昧な言葉の表現や、感覚的な
言葉の表現、スペルミスにも対応します。

【担当部署】	マーケティングチーム 
【連 絡 先】 〒602-0023 京都府京都市上京区御所八幡町110-16 かわもとビル5階
  【TEL】 050-3628-9282
  【問い合わせ】 https://helpfeel.com/contact
  【URL】 https://helpfeel.com/

出
展
内
容

Elasticsearch(株)
Elasticsearch

D5-08
セキュリティ基盤としてのElastic Security最大活用術

【担当部署】	マーケティング 
【連 絡 先】 〒104-0031 東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン26F
  【TEL】 03-6332-6966
  【URL】 https://www.elastic.co/jp/

出
展
内
容

アルテリックスジャパン(同)
Alteryx

D5-05
10月14日（木）11:40-12:40D5セミナーで講演

【セミナータイトル】
DXとは？即答できない個々の社員のためのDXまとめ

【担当部署】	非製造ユニット 
【連 絡 先】 〒107-6235 東京都港区赤坂９－７－１ ミッドタウン・タワー３５階
  【URL】 https://www.alteryx.com/ja

出
展
内
容

(株)イセトー
ISETO Corporation

D5-04
FIT2021にてデジタル手続きおよび、帳票電子交付に関するセ
ミナー開催いたします。この機会にぜひともご参加ください。

【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/

出
展
内
容

伊藤忠テクノソリューションズ(株)
ITOCHU Techno-Solutions Corporation

D5-06
※セミナーに出展予定
・Google Cloud社が考える金融機関向けDXの潮流とそれを支
えるGoogle Cloud Platformのご紹介。 ・CTCからGCPを活
用したデジタルマーケティングソリューションのご紹介。

【担当部署】	金融事業グループ	金融営業本部	金融ビジネス企画部 
【連 絡 先】 〒105-6950 東京都港区虎ノ門４－１－１ 神谷町トラストタワー 
  【TEL】 03-6203-5644 
  【URL】 https://www.ctc-g.co.jp/

出
展
内
容

NTTコミュニケーションズ(株)
NTT Communications Corporation

D7-09
クラウドストレージ「Box」や電話サービスなどを組み合わせ、リ
モートワーク率8割を継続している弊社の取り組みをご紹介しま
す。セミナー参加者限定キャンペーンもございますのでぜひご視
聴ください。

【担当部署】	アプリケーションサービス部 
【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-web@ml.ntt.com
  【URL】 https://www.ntt.com

出
展
内
容

Okta Japan(株)
Okta Japan K.K.

D7-06
Ｏｋｔａはアイデンティティ・アクセス管理のベンダーニュートラル
なサービスプロバイダーです。 Ｏｋｔａ Ｉｄｅｎｔｉｔｙ Ｃｌｏｕｄがテクノ
ロジーの安全な利用を可能にし、１３，０５０社を超えるお客様にご
利用いただいています。

【担当部署】	マーケティング 
【連 絡 先】 〒150-6139 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア38階  
  【TEL】 03-4578-2716
  【E-mail】 ayame.takenaga@okta.com
  【URL】 https://www.okta.com/jp/

出
展
内
容

日本アイ・ビー・エム(株)
IBM Japan, Ltd.

D7-02
DXは構想から実践の段階に移行しています。DX実践をテーマに
営業店改革、組織変革・人材育成、オープン・ソーシング戦略フレ
ームワーク、グリーントランスフォーメーションについて、事例を
交えご紹介します。

【担当部署】	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 
  【URL】 https://www.ibm.com/jp-ja/industries

出
展
内
容

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.

D7-08
パナソニックの「顔認証」技術は、ディープラーニングを応用した
世界最高水準の技術です。リアル店舗／非対面の双方における

「本人確認業務」に「顔認証」技術を活用したソリューションをご
提供いたします。

【担当部署】	法人営業本部 金融システム営業部
【連 絡 先】 〒104-0061 東京都中央区銀座8-21-1 汐留浜離宮ビル
  【TEL】 090-1044-0764
  【URL】 https://biz.panasonic.com/jp-ja/

出
展
内
容

〈出展社紹介〉

D5セミナー

〈出展社紹介〉

D7セミナー
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(株)ソフトアイ
SoftAi CO.,LTD

人01
弊社が開発したeラーニング「Sels（セルズ）」を信金中央金庫様
に導入いただき、信用金庫業界において幅広くご活用いただい
ております。弊社LMS、Selsのご紹介を行っておりますので、ぜ
ひブースにお立ち寄り下さい。

【担当部署】	営業部 
【連 絡 先】 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町２－５ 紀陽東京ビル2Ｆ
  【TEL】 03-3518-2727
  【E-mail】 lms@softai.co.jp
  【URL】 http://www.softai.co.jp/

出
展
内
容

(株)レビックグローバル
REVIC Global Co.,Ltd.

人02
金融機関に豊富な導入実績を有する自律型人材育成を支援する
学習管理システム、汎用e-ラーニングコンテンツ、オリジナルコ
ンテンツ制作、自律型人材育成活用事例をご紹介します。

【担当部署】	営業統括部 
【連 絡 先】 〒105-0011 東京都港区芝公園2-10-1 住友不動産芝園ビル5F
  【TEL】 03-5425-2412
  【E-mail】 po-accountsales@revicglobal.com
  【URL】 https://www.revicglobal.com/

出
展
内
容

(株)フライヤー
flier

人03
flier（フライヤー）法人版は、「学び続けられる組織が育つ」人材
育成サービスです。ビジネス書を中心に話題の新刊や名著のエ
ッセンスを「1冊10分」で読める分量に要約してご提供していま
す。

【担当部署】	営業企画 
【連 絡 先】 〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1－1－1 パレスサイドビル8階
  【TEL】 03-6212-5115
  【E-mail】 all-sales@flierinc.com
  【URL】 https://www.flierinc.com/business

出
展
内
容

(株)経済法令研究会
Economic Legal Research Institute

人04
経済法令研究会は、主に金融業界で活躍される方々を対象に多
数の教育ツール【検定試験(CBT試験・全国一斉試験)・通信講座(
解説動画付教材も多数あります)・研修会(対面型・オンライン)】を
ご提供しております。

【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/

出
展
内
容

金融機関が喫緊の課題とする
「人材の育成・活用」のための
展示を開催！

〈出展社紹介〉
金融機関
のための人事・研修フェア第6回

同
開
時
催
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東京国際フォーラムにて開催します。
202２年11月10日㊍・11日㊎
次回 　　　　  は

乞うご期待！！
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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




