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 A-01 10:20~11:10
データから有効な打ち手を見つける
「キーエンス流データ活用術」金融機関
での活用事例
データアナリティクス事業グループ 
（講師調整中）

キーエンス

ONLY

 A-02 11:30~12:20
【常陽銀行登壇】
デジタルマーケティングを実現するプ
ラットフォーム構築と活用事例
常陽銀行 
ダイレクト営業部 
次長 丸岡 政貴 シナジーマーケティング

ONLY

 A-03 12:40~13:30
金融機関におけるデジタルイノベー
ション（仮）
（講師調整中）

セールスフォース・ドットコム

ONLY

 A-04 13:50~14:40
【事例紹介】
地域金融機関のWebチャネル強化を
飛躍的に進めるためのセミナー
金融ソリューション事業本部 
執行役員CKO　金融ソリューション事業本部長 
小西 辰也 パイプドビッツ

ONLY

 A-05 15:00~15:50
地域金融店舗の未来像
営業部 
営業第一グループ 営業部長 神木 紀往 
営業第二グループ 主任 横山 裕一郎

東洋

ONLY

 C-02 11:30~12:20
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
シニアセールスマネージャー
内田 嘉彦

ベリントシステムズジャパン

ONLY

 C-03 12:40~13:30
【AML対策】
金融機関の現状と継続的顧客管理の対
応 ～FATF第四次審査の考察～
現代ビジネス法研究所 代表
（ジンテック シニア・アドバイザー）
吉元 利行 ジンテック

ONLY

 C-04 13:50~14:40
「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

エクスプローラーコンサルティング

ONLY

 C-05 15:00~15:50
【1100機関が採用】クラウドバンキン
グ時代に備えるデジタルトランス
フォーメーションのカギとは
（講師調整中）

nCino

 C-06 16:10~17:00
【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「A-gate」
第二金融事業本部 金融ソリューション事業部
課長 伊藤 利樹
主任 岡本 康希 NTTデータ

ONLY

 B-02 11:10~12:00
業界トップクラスのクライアント操作ロ
グ情報をフル活用！AIで内部脅威リス
クを検知
ラネクシー 第2ソフトウェア事業部 山口 伸彦 
エルテス リスクコンサルティング部 井上 誠

ラネクシー

 B-03 12:20~13:10
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

ONLY

 B-04 13:30~14:20
銀行８５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
代表取締役 佐野 秀光 
専務取締役 佐藤 均

登記簿図書館

ONLY

 B-05 14:40~15:30
ビジネスマッチング成功のポイントと
地方創生の進め方
代表取締役 
宇崎 勝

ストラテック

ONLY

 B-06 15:50~16:40
地方銀行の新しい未来像！　
～Ｃａｎ・Ｗｉｌｌ・Ｍｕｓｔ統合タレントマネジ
メントが導く未来～
大分銀行 
人財開発部 人事企画グループ 
上席人事役 川越 文悟 日本マンパワー

ONLY

 A-07 10:20~11:10
みずほ銀行様と富士通の
サイバーセキュリティの取り組み
（講師調整中）

富士通

ONLY

 A-08 11:30~12:20
SMS配信による地域活性化と営業推進
の取組み事例を第三銀行が解説！
第三銀行 
営業本部 営業推進部 商品開発課 
課長 松山 禎利

ジンテック

ONLY

 A-09 12:40~13:30
地銀23行が活用！
ダイナトレックを用いたデータ活用に
よる収益力向上と事務工数削減
取締役（金融事業担当） 
佐伯 慎也

ダイナトレック

ONLY

 A-10 13:50~14:40
【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 スカイコム

ONLY

 A-11 15:00~15:50
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
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

 A-12 16:10~17:00
次世代化にむけての店舗づくり
～伝票レスを実現するために～
常務取締役 
三浦 大蔵

秀光

ONLY

 C-07 10:20~11:10
【地域銀向け】行員に頼らないセキュリ
ティ対策！ ～独自技術を搭載した標的
型メール攻撃への対応とは～
営業本部ソリューション営業部 
部長 辻村 安徳

クオリティア

 C-08 11:30~12:20
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
テナブル・ネットワーク・セキュリティ・ジャパン

 C-09 12:40~13:30
地域金融機関必見！
60以上の金融機関が活用する取引先
支援の手法を成功事例を交えて公開！
代表取締役社長 松橋 隆広 
地方創生推進室 室長 浅野 有史

ヒューレックス

ONLY

 C-10 13:50~14:40
未来の資金繰りが一目で分かる！　
～AI資金繰り予想システムを活用した
取引先支援～
代表取締役 
古尾谷 未央

竹橋経営コンサルティング

ONLY

 C-11 15:00~15:50
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

BlackBerry Japan

 C-12 16:10~17:00
【金融業界で導入多数】
撮影・録音不要の動画教材制作の生産
性向上とコスト削減とは？
代表取締役社長 
加山 緑朗

４ＣＯＬＯＲＳ

 B-08 11:10~12:00
「未来創造業」名古屋銀行の徹底的に個
人に向き合うキャリア支援戦略とは？
名古屋銀行 
人材開発部人材開発グループ 
係長 服部 沙由理 
係長 加藤 正志 日本マンパワー

ONLY

 B-09 12:20~13:10
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

 B-10 13:30~14:20
300超の公的機関が採用する業務系と
基幹系ネットワーク間のファイル授受
方法とは
常務取締役 
坂田 英彦

プロット

 B-11 14:40~15:30
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
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

 B-12 15:50~16:40
京都銀行様・横浜銀行様
営業店負担90%削減！
ホームズＡＩを活用した働き方改革
京都銀行 融資審査部 融資戦略室 室長 萩尾 良一 
横浜銀行 （講師調整中）

ホームズ

ONLY

！注意 ONLY

セミナー内容など詳細は、「FIT名古屋オフィシャルサイト」でご確認下さい。セミナータイムテーブル

定員：各50名 定員：各50名
事前登録制
先着申込順受講無料

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。

※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。
※情報は2019年12月20日現在のものです。
※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

3/12●木 事前登録制
先着申込順受講無料3/13●金


