
Time
11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

事前登録制
先着申込順受講無料2/3

プラチナセミナー
501B会場

ゴールドセミナー
503AB会場

シルバーセミナー
503C会場

シルバーセミナー
503D会場

木

Time
11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

事前登録制
先着申込順受講無料2/4

プラチナセミナー
501B会場

ゴールドセミナー
503AB会場

シルバーセミナー
503C会場

シルバーセミナー
503D会場

金

セミナーの
お申込方法

注 意 事 項

！
1 Web申し込み

2 同封のハガキ

dbx.nikkin.co.jp会場受講の受付締切り：
2022年2月2日（水）12時まで

ハガキ受付締切り：
2022年1月28日（金）必着

①同封のハガキに必要事項をご記入の上、事務局までお送り下さい。
②受付完了後、受講票をメールまたはFAXにてお送りします。
※受付には1週間程度かかります。その間に申込セミナーが満席に
　なった場合は、受講できませんのでご注意下さい。
※必ずメールアドレスを正確にご記入下さい。

FAX受付締切り：2022年1月28日（金）15時到着分まで
FAXでの申し込みもできます。

ハガキの両面をコピーして、必要事項をご記入の上、
FAX番号03-3263-7559までご送付下さい。
※受付には３日程度かかります。その間に申込セミナーが満席になった
　場合は、受講できませんのでご注意下さい。
※必ずメールアドレスを正確にご記入下さい。

会期までに注意事項が追加・
変更になる場合がございます。
最新情報はオフィシャルサイト
にてご案内いたします。

セミナーの席数は、感染症の拡大状況により、当初の
定員数から減少する可能性があります。予めご了承
下さい。

オンラインセミナーをお申込みいただいた方には、
前日までにEmailでセミナー受講に関するご案内を
いたします。

セミナー形式（リアル・オンライン）・内容・講師など
は予告なく変更する場合があります。

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

セミナー会場へは、総合受付で来場登録を
してからお越し下さい。

12月14日（火）
より申し込み
受付開始！

本セミナーは、感染症予防対策として事前
登録制となっております。

セミナータイムスケジュール

501B会場基調講演 501B会場基調講演

9:30-10:10501B-13

DXで目指す地域活性化 ～ス
ーパーアプリにならねばダメ
なのか!?

10:20-11:00501B-14

北國ＦＨＤが目指す「オープン
なデジタル地域主義」とは？

15:50-16:30501B-15

デジタルバンクのマーケティ
ング戦略 ～「みんなの声がカ
タチになる」まで～

16:50-17:50501B-16

ネットワークで進化する金融
サービス

15:50-16:30501B-11

調整中

調整中

16:50-17:30501B-12

NTTドコモ
ウォレットビジネス部
ウォレットビジネス部長
田原 務
KDDI
au PAY企画部
部長
菊池 良則

スマートフォン/QR/モバイル
が描く決済の未来

基調パネルディスカッション 基調パネルディスカッション

9:30-10:10501B-09

金融庁
総合政策局 参事官
兼 総合政策局総合政策課
フィンテック室長
兼 総合政策局
組織戦略 監理官
三浦 知宏

金融のデジタル化が目指すもの

日本銀行
金融機構局審議役 ・ 
金融高度化センター長
杉浦 俊彦

10:20-11:00501B-10

U I 銀行
代表取締役社長
田中 俊和

東京きらぼしFGの対面・非対
面のハイブリッドモデル実現に
向けた『U I 銀行』の設立

みんなの銀行
取締役副頭取
永吉 健一

ビザ・ワールドワイド・
ジャパン
コンシューマーソリューションズ
シニアディレクター
寺尾 林人
Mastercard
データ・アンド・サービシズ
Senior Managing Consultant
星野 真戸氏

北國フィナンシャル
ホールディングス
代表取締役社長
杖村 修司

地域におけるデジタル
コミュニティーバンク
の実現

日本ユニシス

業務執行役員
田中 建

503C-05 11:20-12:00

デジタル・バンキング・プラット
フォームの提供を通して得た、デジ
タル顧客タッチポイントの知見

Backbase Japan

営業部
アカウントエグゼクティブ／セールスリード
森田 大樹

503C-06 12:20-13:00 地域金融機関の未来を
描く～ゼロから創る次
世代バンキング

フューチャーアーキテクト

取締役  金融事業担当　乾 亮太
金融事業部　執行役員　小松 高子

503D-06 12:10-12:50

導入実績多数！住宅・不
動産業界向けビジネス
マッチングについて

iYell
金子洋平

503D-05 11:10-11:50
調整中

Twilio Japan
調整中

503D-01 11:10-11:50

調整中

NTTデータ
調整中

503C-03 13:20-14:00

オープンAPIで描く
一歩先の未来戦略

エムティーアイ

ソリューション事業部
FinTechビジネスグループ 
フィナンシャル営業部
担当部長　青木 利治

503C-04 14:20-15:00

非対面時代への適応 ～大手銀に
おけるバーチャルデータルーム
を活用した業務効率化例～

イントラリンクス

金融機関セクター
アカウントエグゼクティブ
渡辺 幸太郎

503C-01 11:20-12:00

Visaデビットから始ま
る銀行のデジタル化

ビザ・ワールドワイド・ジャパン

コンシューマーソリューションズ
シニアディレクター
寺尾 林人

501B-01 11:30-12:15
Google Cloud を活
用したデジタルバンキ
ング

グーグル・クラウド・ジャパン

フィナンシャルサービス事業本部
Key Account Executive
平原 邦久

501B-05 11:30-12:15

「Op e n  S e r v i c e  
Architecture」で実現
する未来の銀行

NTTデータ

バンキング統括本部
OSA推進室　OSA推進担当
部長　青柳 雄一

501B-07 13:40-14:25

FAPI/CIBA対応ソリューション
「Authlete」導入事例から学ぶ
オープンAPI強化のポイント

Authlete

ソリューション戦略担当VP
工藤 達雄

503C-02 12:20-13:00 ポスト・コロナ時代にランサム
ウェアと情報漏洩が増加する理
由とAIによる予想防御とは

BlackBerry Japan

SPARK事業本部　セールスエンジニアリング部
プリンシパルセールスエンジニア
髙梨 義彦

503D-02 12:10-12:50

【長野銀行様ご登壇】行内の
マーケター人材を育成～DX人
材育成プログラム活用事例～

シナジーマーケティング

長野銀行
営業統括部　営業企画・チャネル戦略グループ
調査役　宮嵜 哲

503C-08 14:20-15:00

顧客中心主義のデジタルタッチポイン
ト戦略について

Backbase Japan

営業部
アカウントエグゼクティブ／
セールスリード
森田 大樹

503AB-02 12:20-13:10

このマークが付いているセミナーは、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、お申し込みできません。
セミナー協賛会社の意向により、受講をお断りする場合があります。
お断りに関しては事務局からではなく、セミナー協賛会社からご連絡します。ご了承下さい。

ONLY

※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。
※講師の写真は講師情報の掲載が上の方が左側になります。
※本冊子中の情報は2021年11月8日現在のものです。
※本冊子中の会社名・製品名・サービス名等は一般に各社の商標、または登録商標です。　
※敬称略

ONLY

ONLY

ONLY

ONLY

ONLY

調整中

調整中

503AB-08 14:40-15:30 ONLY

Twilio Japan

LexisNexis Risk Solutions

忘れてはいけないデジタ
ルバンキングのリスク管
理と海外の取り組み
International Sales
Fraud and Identity Solutions 
Business Development Manager
一瀬 惇也
LexisNexis Risk Solutions

503C-07 13:20-14:00 ONLY

ONLY

ONLY

次世代の非対面コミュニケー
ションと顧客行動分析 ～米国金
融機関の最新事例と共に

Eltropy Japan

Eltropy
Founder & CEO　Garg Ashish
Eltropy Japan
VP of Sales　池田 大作
セイコーソリューションズ
講師　調整中

503D-07 13:10-13:50 ONLY

調整中

nCino
調整中

503D-03 13:10-13:50 ONLY

デジタル技術でメガバンクと挑む！法人領
域における顧客エンゲージメントの強化

NEC

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　デジタルビジネス推進部
主任　西田 友紀

503D-04 14:10-14:50

会場受講の申し込みだけでは、オンライン視聴（LIVE配信または後日配信）はできません。会場受講とオン
ライン視聴の両方を希望する場合、各々にお申し込み下さい。

基調講演・セミナーは会場受講に加え、オンライン視聴（Live+後日配信）できます。
お申し込み時に選択して下さい。

セミナー内容など詳細は、オフィシャルサイトでご確認下さい。

ONLY

DXを活用したAML・FATF対応、継続
的顧客管理の事例紹介

代表取締役
島津 敦好

503AB-05 11:10-12:00 ONLY

カウリス

山路を登りながら


