
郵便発送業務の効率化が実現
するバックオフィスの働き方改
革と顧客接点の強化！

 E1-01 10:10~11:10

SMBソリューション 
ディレクター 堀内朗

ピツニーボウズジャパン

ONLY
SDGs/ESGでの金融機関の役
割について第一人者笹谷氏によ
る講演とその貢献事例

 E2-01 10:30~11:30

CSR/SDG コンサルタント 
伊藤園 顧問、日本経営倫理学会 理事、
グローバルビジネス学会 理事、
サステナビリティ日本フォーラム 理事 
笹谷秀光
八十二銀行 総務部 環境室 
調査役 坂本智徳
(金融機関講師調整中） エプソン販売

「海外送金業務」と「マネロン対
策」～効率化の具体策～

 E1-02 11:40~12:40

CRM & ビジネスデベロップ部  
シニアマネージャー 林裕

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
Web会議を活用した業務変革
ソリューションとは？

 E2-02 12:00~13:00

講師調整中

ブイキューブ

信頼できるアイデンティティで
銀行のデジタルトランスフォー
メーションを加速する

 E1-03 13:10~14:10

エントラストジャパン
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

日本データカード/エントラストジャパン

ONLY
デジタルレイバー達がその真価
を発揮するために必要な工夫と
は？

 E2-03 13:30~14:30

デジタライゼーション本部 
デジタルレイバー推進室 
デジタルレイバーコンサルタント
三浦王介

日商エレクトロニクス

ONLY
京都銀行様が語る
「クライアント仮想化基盤」最新
導入事例（仮）

 E1-04 14:40~15:40

京都銀行 
理事 システム部長 米澤浩樹
シトリックス・システムズ・ジャパン 
エンタープライズSE本部 
金融・通信グループ 
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

ONLY
デジタル時代に向けた
営業店改革

 E2-04 15:00~16:00

講師調整中

富士通

PSD2対応に関する最新の解釈
および欧州の金融機関への影響
 （同時通訳）

 E1-05 16:10~17:10

Gemalto Pte. Ltd.
Banking & Payment Business Unit
Digital Banking 
Product Marketing Manager
Guillaume Pierquin

ジェムアルト

ONLY
事務集中部門における
ImageValueを中核とした
事務処理業務の効率化への取組

 E2-05 16:30~17:30

四国銀行 
事務集中部 
事務センター長 岡林保考

プリマジェスト

ONLY
りそな銀行が法人ビジネスで
マーケティングに取り組んだプ
ロジェクト全容公開！

 G402-01 10:10~11:10

りそな銀行 
コーポレートビジネス部営業力強化グ
ループ グループリーダー 鶴見亮祐
マルケト 
カスタマーエンゲージメント本部 
シニアビジネスコンサルタント 
大里紀雄

マルケト

FinTechアプリのセキュリティ
対策

 G409-01 10:30~11:30

ソリューション事業部 
部長 三股泰彦

ネットムーブ

ONLY
企業ITシステムで「パスワードレ
ス」を実現する具体的な方法

 G402-02 11:40~12:40

マーケティング部 
ソリューション戦略 
部長 佐野誠治

ソリトンシステムズ

ONLY
窓販保険分野でのペーパーレス
システムを「超高速開発」で、
10ヶ月程度で実現

 G409-02 12:00~13:00

シンプレクス 
金融フロンティアディビジョン 
アソシエイトプリンシパル 鏡義弘
ミック 
代表取締役 細川謙三

ミック

ONLY
デジタルサイネージ20事例　
来店者4倍・相談倍増　三本の
矢で店舗提案力を大幅向上

 G402-03 13:10~14:10

リコー
デジタルビジネス事業本部 
Signage-MICE事業室 
室長 花井厚

リコージャパン

ONLY
構造改革の取り組みとデジタル
ビジネスの実践例―ソニー生命
保険会社様事例ご紹介―

 G409-03 13:30~14:30

ソニー生命保険 
ＩＴ戦略本部副本部長 兼 同本部営業シ
ステム開発部統括部長 間宮正史
キャピタル・アセット・プランニング 
常務取締役 里見努
システムソリューション事業本部
システム開発第三部 部長 安藤恵郎
キャピタル・アセット・プランニング

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

 G402-04 14:40~15:40

京都銀行 
融資審査部 融資戦略室
室長 萩尾良一
横浜銀行 
事務サービス部 
副調査役 岡田真梨奈

ホームズ

ONLY
～東芝事例で知る～
「脱Notes」ではじめる働き方
改革

 G409-04 15:00~16:00

インダストリアルソリューション事業部 
クロスドメインソリューション技術第二部 
製造ソリューション技術第二担当 
参事 篠原治

東芝デジタルソリューションズ

ONLY
先進事例から見る業務改革　
帳票デジタルトランスフォー
メーションのご紹介

 G402-05 16:10~17:10

プロダクト事業部 営業部 
シニアセールスマネージャー 石井裕之 
シニアセールスマネージャー 橋本裕之

JFEシステムズ

ONLY
【徳島銀行|イオン銀行 事例紹介】
AIや電子契約を使った業務自
動化・ペーパーレス化

 G510-01 10:10~11:10

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

ONLY
りそな銀行が挑む、銀行業界の
構造変革時代に勝ち残るための
営業改革

 G510-02 11:40~12:40

りそな銀行 
コーポレートビジネス部 
営業力強化グループ 
担当マネージャー 大滝貴光

ウイングアーク1st

AI活用と新たな楽天のオムニ
チャネルプラットフォーム
～楽天が提供する新たなCCプ
ラットフォーム～

 G510-03 13:10~14:10

コンタクトセンターソリューションビジネ
ス部 
部長 川内谷大輔

楽天コミュニケーションズ

モバイルコードプロテクション
でモバイルアプリをハッキング
から守り抜く！

 G510-04 14:40~15:40

講師調整中

東陽テクニカ

ONLY
働き方改革で変わる
本部オフィス

 G510-05 16:10~17:10

秀光ONEユニット 
ユニット長 平原秀一

秀光

ONLY
ITを活用した働き方改革への取
り組みについて（仮）

 G409-05 16:30~17:30

金融機関様、もしくは関連する有識者
(講師調整中)

伊藤忠テクノソリューションズ

ONLY
今ある複合機を使った事務集中
基盤の進化

 G502-01 10:30~11:30

サイバーリスクの可視化と管理
を行う、サイバーエクスポー
ジャープラットフォーム

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

セールス 
セールスエンジニア 梅原鉄己

Tenable Network Security Japan

ONLY
デジタルテクノロジーで変わる
本人確認（KYC）/AMLの未来
～犯収法の施行規則改正を見
据え～

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

FinTech事業開発室
主任 渡邊輝広

NEC

ONLY
AIチャットボット活用で照会応
答業務を迅速化
～三井住友銀行での導入事例
を踏まえて～

 B5(1)-22 15:00~15:45

三井住友銀行
システム統括部
上席部長代理 栗原輝 NEC

ONLY
オープンAPIによる産業横断イ
ノベーションの創出～金融×他
業種APIエコシステムの形成～

 B5(1)-23 16:15~17:00

第二金融ソリューション事業部 
バリュークリエイション部
部長 児玉直宏

NEC

ONLY
マシンファーストが導く
Business4.0 ―先進事例から
考える日本の金融

 B5(2)-11 10:00~10:50

金融グループ 
ソリューションエグゼクティブマネージャー 
白崎典正

日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ

ONLY
【クラウド活用】
（セミナータイトル調整中）

 B5(2)-21 13:30~14:10

三井住友銀行（調整中） 
講師調整中

NTTデータ

ONLY
【クラウド活用】
（セミナータイトル調整中）

 B5(2)-22 14:30~15:10

講師調整中

NTTデータ

ONLY
【クラウド活用】
みずほにおけるクラウド利活用
その課題と解決ストーリー（仮）

 B5(2)-23 15:30~16:10

みずほフィナンシャルグループ 
講師調整中

NTTデータ

ONLY
【クラウド活用】NTTデータによ
る安心安全なパブリッククラウ
ド活用術と共通基盤

 B5(2)-24 16:30~17:10

第二金融事業本部 金融ソリューション
事業部 カスタマソリューション統括部
カスタマ営業企画担当 
課長代理 伊藤利樹 NTTデータ

ONLY
【クラウド活用】クラウド×オープンAPI
が創るデジタル専業銀行像と可能性

 B5(2)-25 17:30~18:00

第二金融事業本部 ビジネス企画室 
課長 河原美和子 NTTデータ

ONLY
経営者との付き合い方を改めて
問う！フロントランナーと共に考
える経営支援3.0

 E3-11 10:30~12:00

白潟総合研究所 
リファラルリクルーティング 
代表取締役社長 経営コンサルタント 
白潟敏朗
経営参謀 
代表取締役 新谷健司
Mi6 
代表取締役 CEO 川元浩嗣

ジンテック

ONLY
金融仲介の成否を分かつのは
何か ～存亡の危機から組織を
活性化させた地域金融機関の
物語～

 E3-22 16:00~17:30

みちのく銀行 
相談役 杉本康雄
第一勧業信用組合 
理事長 新田信行
共同通信社 
記者 橋本卓典

ジンテック

ONLY
近時のFinTech法制動向と、
セブン銀行の事例をもとにした
最新金融犯罪対策とは

 E3-21 13:00~15:00

森・濱田松本法律事務所 
パートナー弁護士 増島雅和
セブン銀行 
金融犯罪対策部  
主任調査役 大久保好徳

ジンテック

ONLY
RPA導入の進め方
～WinActor提供1,200社の
実績から導く成功の秘訣～

 E4-11 10:10~10:50

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 中川拓也
金融事業推進部 デジタル戦略推進部 
企画担当 課長代理 並川顕 NTTデータ

ONLY
調整中
 E4-12 11:10~11:50

地方銀行様講師調整中 

NTTデータ

ONLY
働き方を変革する営業店のペーパーレス化
＆FFG3銀行のHP運用を支える新CMS

 E4-13 12:10~12:50

ふくおかフィナンシャルグループ 営業統括部 
マーケティング企画グループ 松山豊
NTTデータビジネスブレインズ ビジネスソ
リューション事業部 ソリューショングループ 
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

ONLY
デジタル時代の金融ビジネスに
おけるテクノロジートレンド

 E4-21 13:10~13:50

金融事業推進部 デジタル戦略推進部 
課長代理 土田真子

NTTデータ

ONLY
デジタル時代に求められるアジ
リティの高度化、NTTデータの
取り組みと提供価値

 E4-22 14:10~14:50

第四金融事業本部 事業開拓推進室 
部長 佐久間康久

NTTデータ

ONLY
どこでもワークスペース(WaaS)
で新しい働き方を実現

 E4-23 15:10~15:50

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 
部長 遠藤由則

NTTデータ

ONLY
グループシナジー最大化に向け
た預り資産業務の改革

 E4-24 16:10~16:50

北海道銀行 
営業企画部 マーケティング企画室 
調査役 笹原雅人

NTTデータCCS

ONLY
欧州における金融分野BPOの
動向と業務自動化の取組み
（同時通訳あり）

 E4-25 17:10~17:50

everis BPO, S.L.U. 
Partner, Global Head of BPO
Francisco Noblejas Gallego

NTTデータ

ONLY
融資業務の効率化を徹底解説。
半自動化からAI融資まで体系
的にモデルをご紹介

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

マネーツリー 
プラットフォーム事業部長、常務取締役、
共同設立者 マーク マクダッド
クレジットエンジン 
代表取締役 内山誓一郎

マネーツリー

フィンテックの展開と金融機関
の対応
―情報産業としての歴史と展望

 B7(1)-02 11:40~12:40

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

ONLY
【地方銀行様講演】
個人ローン増強に欠かせない
5つのWeb施策とは

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

事業開発部 
金融ソリューショングループ 
グループマネージャー 土居浩司

シナジーマーケティング

ONLY
【1年半で360超の金融機関が
採用】TKCのFinTechサービス
活用法

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

税理士法人報徳事務所 東京本部 
税理士・創業・経営革新アドバイザー 
鈴木信二

TKC

ONLY
Fintechがもたらす金融サービ
スの変革

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

フィンテック推進支援室 
室長 ディレクター 東海林正賢

KPMGコンサルティング

Bot連携による「人」と「AI」の融
合で実現する、チャットサポート
最前線

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

代表取締役 松原悟

アルファコム

金融系システムで培ったサーバ
アクセス制御・ログ監査業務の
負荷を最小にする方法とは

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

NRIセキュアテクノロジーズ 
ソリューションビジネス三部 
主任 矢満田理一郎
野村総合研究所 
運用サービス推進部 
上級専門職 吉岡寿夫

NRIセキュアテクノロジーズ

操作ログをフル活用！
セキュリティだけじゃない、業務
改善にも役立てる方法とは？

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

ラネクシー 
第２ソフトウェア事業部 営業部 
山口伸彦
エルテス 
リスクインテリジェンス事業部 
事業部長 榎戸裕謙

ラネクシー

地銀採用！人材育成からコンサ
ルティングまで、簡単にVRを活
用できるInstaVR

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

代表取締役社長 芳賀洋行

InstaVR

北陸銀行 
総合事務部 部長代理 石倉成之
総合事務部 大谷真穂

富士ゼロックス

OTP導入と運用コスト削減に
成功したオンライン詐欺防止対
策とその事例のご紹介

 G502-02 12:00~13:00

セールス・ダイレクター
平井健二

スレットメトリックス

ONLY
非対面チャネル強化の決定版！
金融業界シェアNo.1画面共有
ソリューションとは？

 G502-03 13:30~14:30

営業本部 
CSグループ 
上林鼓太郎

インターコム

ONLY
クラウド時代のセキュリティ最
適解！インフラコスト削減とセ
キュリティ強化の実現方法

 G502-04 15:00~16:00

東日本第1事業本部 
第2営業部 
(講師調整中)

ネットワンシステムズ

ONLY
金融機関向けデジタルとリアル
を融合した顧客コミュニケー
ション

 G502-05 16:30~17:30

講師調整中

イセトー

【保険・銀行向け】
教育動画1,200本以上！パワポ
からアバター動画が5分で完成！

 G405-01 10:30~11:30

代表取締役 加山緑郎

4COLORS

エフアンドエムビジネススクー
ル：後継者塾で顧客企業と長期
のリレーションを築く方法

 G405-02 12:00~13:00

取締役 原田博実

エフアンドエム

ONLY
【あおぞら銀行様登壇】
あおぞら銀行と一緒に考える「自
社らしい」働き方改革の進め方

 G405-03 13:30~14:30

あおぞら銀行 
インフラストラクチャーマネジメント部 
部長 田中曉

シスコシステムズ

ONLY
トヨタ生産方式による営業生産
性向上方法！～金融機関の渉外
スタンダード決定版～

 G405-04 15:00~16:00

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

大廃業時代を生き抜くための
フィンテックを活用した事業承
継・M&A支援の在り方とは

 G405-05 16:30~17:30

代表取締役 高橋聡

トランビ

ONLY
金融サービスの未来　
―先進事例に見るデジタルトラ
ンスフォーメーション
（逐次通訳）

 B5(2)-12 11:20~12:30

金融グループ 
インダストリーソリューションリーダー 
NV Ｒａｏ（エヌヴィー ラオ）

日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ

セミナーのご案内

9月25日（火）より申し込み受付開始！

お申し込みは、Webまたはハガキで！

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

1

①同封のハガキに必要事項をご記入の上、参加ご希望のセミナーの□部
分を黒く塗りつぶして、FIT事務局までお送り下さい。

②受付終了後、受講票をFAXでお送りしますので、必ずFAX番号をご記
入下さい。

2 同封のハガキ

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

ハガキ受付締切り：10月19日（金）必着

Web申し込み
https://fit-tokyo.nikkin.co.jp/

（先着申込順）

10月25日木
受講無料

Web受付締切り：10月24日（水）12時締切り

FIT2018 金融機関のための
人事・研修フェア

※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。

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

※本冊子中の情報は8月20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。　※敬称略セミナー内容など詳細は「FIT2018オフィシャルサイト」でご確認下さい。このマークの付いたセミナーは金融機関限定のセミナーです。金融機関（証券、保険、ノンバンクを含む）及び、金融機関系列会社の方以外は申し込みできません。なお、セミナー
協賛会社の意向により、受講をお断りする場合があります。お断りに関しては事務局からではなく、セミナー協賛会社からご連絡します。ご了承下さい。！注意 ※内容・講師などは予告なく変更する場合があります。

※セミナー協賛会社の意向により、競合会社の受講はご遠慮頂く場合がございます。
※開催時間の重複したセミナーは受講できません。

満席表示がないセミナーは、当日席に余裕がある場合、
各セミナー会場で当日受付を行います。
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ホールE ホールE ガラス棟 ホールB5 ホールB7 ガラス棟

ONLY

E1会場 E2会場
FITセミナー〈定員 各80名〉 FIT特別セミナー〈定員 各80名〉

E3会場 E4会場
G棟FITセミナー〈定員 各78名〉

G402会場 G409会場 G502会場 G510会場
B5特別セミナー〈定員 各120名〉

B5(1)会場 B5(2)会場
B7セミナー〈定員 各180名〉 人事・研修セミナー〈定員30名〉

G405会場B7(1)会場 B7(2)会場

スマホで簡単！ 申し込み！

FIT2018オフィシャルサイトにアクセス

すでに会員の場合 まだ会員でない場合

会員登録をクリック
ID、PWでログイン

申込完了
※続けて他のセミナーにも申し込みができます

digital FITマイページから受講票を印刷
※受講票が印刷できるようになるまでに時間がかかる場合があります

セミナー一覧画面で
受講するセミナーの 申込 ボタンをクリック

セミナーの申し込みにはdigital FITへの
ログイン／会員登録が必要です

必要事項を入力し登録

セミナー申込 をクリックしてセミナー一覧画面へ
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7F
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5F
4F
3F
2F
1F

B7B7

B5B5

ホールAホールAホールBホールB
ホールCホールC

ホールDホールD
ガラス棟ガラス棟

8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F

↑　
JR東京駅
方面

JR有楽町駅方面↓

B1F

ホールE
（展示会場）

B2F

FITセミナー
E1
E2

FIT特別セミナー

E3
E4

G棟FIT
セミナー

人事・研修
セミナー

G402
G409

G405

G502
G510

B5特別
セミナー

B7
セミナー

B5(1)
B5(2)

B7(1)
B7(2)

ホール棟とガラス棟4F・5Fは、
連絡ブリッジでつながっています。

総合受付
セミナーコンシェルジュ

会場全体図


