
 A-07 10:00~10:50

投資信託の窓口販売における
効率化施策と改善効果事例のご紹介
広島銀行 
アセットマネジメント部 阿部大地

富士ゼロックスシステムサービス

ONLY

 A-08 11:10~12:00

 A-09 12:20~13:10

 A-10 13:30~14:20

 A-11 14:40~15:30

 A-12 15:50~16:40

デジタルネイティブが考える
未来の金融サービス
取締役 栗原崇

ローレルバンクマシン

ONLY

法人営業スタイルが変わる！AIを活用し
た営業支援サービスへの取組み
ファイナンシャル第二事業部 サービス企画部 
部長 木村隆則

日本ユニシス

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 スカイコム

ONLY

【愛媛銀行】行内データとAIをマーケ
ティングツールで自動連携！施策と成果
について
愛媛銀行 お客様サービス部 武智瞳

シナジーマーケティング

ONLY

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 アグレックス

ONLY  C-07 10:00~10:50

発展する金融機関の
これからの店舗づくり
東京営業ユニット ユニット長 的野泰浩 
近畿ユニット ユニット長 鯵坂友章

秀光

ONLY

 C-08 11:10~12:00

 C-09 12:20~13:10

 C-10 13:30~14:20

 C-11 14:40~15:30

 C-12 15:50~16:40

DynaTrekを用いた、全行レベルの情報
活用システムの構築―導入事例を通して
金融コンサルティング部門 
取締役 佐伯慎也
講師調整中 ダイナトレック

ONLY

【金融事例紹介】
新時代につなげる人材採用と事業承継
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

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

日本で唯一！不動産・会社登記情報が名
前で名寄せして検索出来る登記簿図書
館活用方法
代表取締役社長 佐野秀光 
専務取締役 佐藤均 登記簿図書館

ONLY

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～
取締役社長 古尾谷未央

竹橋経営コンサルティング

ONLY

ビジネスマッチングで行員のマインド改革と手
数料収入アップに成功した北陸銀行の実例
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 代表取締役社長 前田佳宏 リンカーズ

ONLY

【京都銀行様事例】営業店業務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 ホームズ

ONLY

【中国銀行】ペーパーレスによる本部・営
業店での業務生産性向上取組事例
中国銀行 総合企画部 服部秀司 
ディサークル パートナービジネス営業部 
パートナー営業課 課長 関戸紀仁 ディサークル

ONLY

「海外送金業務」事務負担大幅軽減の具
体策：「デジタル化」と「社外リソース活用」
講師調整中

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

信金業界における業務改革と営業機会拡大への
取組み ～融資業務の電子化とスキャナ活用～
東濃信用金庫 業務改革プロジェクト 
シニアアドバイザー 佐伯肇一 
情報企画 
講師調整中 キヤノンマーケティングジャパン

ONLY

【対応人員７割削減！】　行政機関による
預貯金口座等の照会業務ソリューション
金融ソリューション企画ＰＪ リーダー
講師調整中

ジェイエスキューブ

ONLY
ONLY

なぜ紀陽銀行は「各種連絡・販促・認証」課
題を解決できたのか？SMS活用事例を紹介
紀陽銀行
企画本部 営業戦略部 営業企画担当
副長 上野祐嗣
営業支援部ダイレクトマーケティングセンター
山本順子 ジンテック

ONLY D-31 11:00~12:00

リスクベース認証コンソーシアムにおける不正検知対応
大日本印刷

 D-41 13:30~14:00

スマートフォンでのマイナンバーカードを
活用した本人確認方法
サイバートラスト 技術統括 PKI技術本部 
プロダクトデベロップメント部 
部長 田村光義

大日本印刷

 D-42 14:30~15:00

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

大日本印刷

ONLY D-43 15:30~16:30

金融機関に求められる
サイバーセキュリティ対策について
業種営業推進部 
業種営業推進グループ
伊藤祐樹
今泉智

トレンドマイクロ

ONLY E-31 10:00~12:30

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
ソリューション スペシャリスト 今野拓哉

日本マイクロソフト

ONLY E-41 13:30~14:30

 EX-31 10:30~10:50

 EX-33 11:50~12:10

 EX-34 12:30~12:50

 EX-41 13:10~13:30

 EX-42 13:50~14:10

 EX-43 14:30~14:50

 EX-44 15:10~15:30

 EX-45 15:50~16:10

 EX-46 16:30~16:50

体験コーナー 11

ONLY
体験コーナー 12

ONLY
体験コーナー 13

ONLY
体験コーナー 14

ONLY
体験コーナー 15

ONLY
体験コーナー 16

ONLY
体験コーナー 17

ONLY
体験コーナー 18

ONLY
体験コーナー 19

ONLY
体験コーナー 20

Time
10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

Time
10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

A会場 B会場
FIT大阪特別セミナー 〈定員 各100名〉FIT大阪セミナー 〈定員 各50名〉 FIT大阪セミナー 〈定員 70名〉

C会場 D会場 E会場 F会場（タワーC ８F）
体験コーナー〈定員 10名〉

 EX-32 11:10~11:30

 B-07 10:20~11:10

 B-08 11:30~12:20

 B-09 12:40~13:30

 B-10 13:50~14:40

 B-11 15:00~15:50

 B-12 16:10~17:00

「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

AI時代における会計事務所の
新しい事業モデル
代表取締役・公認会計士・税理士・
京都大学経営管理大学院特命教授 
吉永茂 経営メダリスト

データ分析で不正を見抜く
～最新の金融犯罪とその手口～
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

金融業で採用される最新のセキュリティ
対策とは？
～「ログ」「監査」「制御」で実現～
第2ソフトウェア事業部 清水勇佑
 前田智治 ラネクシー

 F-08 11:30~12:20

 F-09 12:40~13:30

 F-10 13:50~14:40

 F-11 15:00~15:50

EX会場地域金融機関のための
「デジタル体験ツアー」

ThreatMetrix 
シニア・ストラテジック・アライアンス・マネージャー 
雨宮吉秀 
大日本印刷 情報イノベーション事業部 C&Iセンター 
フィナンシャルプラットフォーム本部 稲垣将太

事前登録制
先着申込順

受講無料

9/6●金

！注意

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。

セミナー内容など詳細は、
「FIT大阪オフィシャルサ
イト」でご確認下さい。

ONLY

※本冊子中の情報は2019年7月1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


