FIT2019

！注意

金融機関のための

人事・研修フェア

セミナーのご案内

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。

ホールE

CEO
Korala Aravinda

受講無料 （先着申込順）
9月17日
（火）
より申し込み受付開始！

11:00

お申し込みは、Webまたはハガキで！

GRCツールRSA Archerに
よる情報資産管理手法

KAL

テクマトリックス

上記URLにアクセス
セミナー申込 をクリックしてセミナー一覧画面へ

12:00

登記情報・図面取得
データ化をフル活用
事務作業を削減し営業戦略の
サポートをします
代表取締役
大澤忠史

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、
ログイン／会員登録が必要です

すでに会員の場合

大澤事務所

まだ会員でない場合
FIT会員登録（無料）をクリック
必要事項を入力し登録

Fintechを活用したお客さま
本位のサービス

マイページから受講票を印刷

取締役
安藤恵郎

※受講票が印刷できるようになるまで時間がかかる場合があります

2 同封のハガキ

ハガキ受付締切り：10月18日
（金）必着

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。
※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。

14:00

横浜銀行
営業戦略部 個人取引推進企画グループ
副調査役 日置瞬
田中雄太
常陽銀行
ダイレクト営業部 企画グループ
調査役 市川友英

クローバー・ネットワーク・コム

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21日
（月）15時到着分まで）
※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。

※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。

E2-03 13:30~14:30 ONLY

大手地銀２行の事例紹介。
SMSを利用した販促強化と
非対面取引の本人確認の事
例紹介

キャピタル・アセット・プランニング

E1-04 14:40~15:40 ONLY

15:00

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

調整中
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パーソナライズド動画を活用
したコールセンター負荷軽減
施策

セミナー

G610
G502
G510
G402
G409

人事・研修

セミナー

G405

FWD富士生命保険
長崎コミュニケーション・サービス部
長崎RCS第二グループ
グループ長 大村博俊

17:00

E1
E2

営業店バックオフィス事務撤
廃を目的としたイメージ統合
ファイリングシステム導入事例

B1F

FIT特別セミナー
ホールE

（展示会場）

B2F

E3
E4

18:00

ジンテック

「非対面口座開設」金融犯罪
対策と継続的顧客管理
投資対効果(ROI)の最大化を 〜新生銀行の取組み〜
狙ったタブレット活用術
新生銀行

グループ法務・コンプライアンス統括部
清水銀行
市場営業部 証券営業室 部長 兼 室長 油井久 金融情報管理室
マネージャー 山本好昭
事務部 次長 勝見貴郊
支店営業部 個人マーケット担当
部長 田中久美子
NTTデータＣＣＳ
ジンテック

グループウェアで業務改善は 個人情報を検出し暗号化、東
ここまで進む！〜IT活用を成 北労働金庫導入事例のご紹
功させる秘訣とは？〜
介
マーケティング統括部
マネージャー 正木伸城

【仙台銀行登壇】
ニーズをリア
ルタイム検知！Web集客強化
とデータマーケティング術

E4-22 15:30~17:30 ONLY

第2部パネルディスカッション
（パネラー）
：
前山梨県信用保証協会 保証部長
有野文明
地域金融ソリューションセンター
竹内心作
大正銀行 吉澤徹
大阪シティ信用金庫 志賀谷太佑

NTTデータ

多様化する顧客とのコミュニ
ケーション強化を実現するオ
ムニチャネルへの取組み

NTTデータ 第二金融事業本部
金融ソリューション事業部
カスタマ営業企画担当 課長 石田知大
七十七銀行
個人ダイレクト推進部 個人ダイレクト推進課
課長 吉田健
NTTデータ

【対応人員大幅削減！】
銀行70行以上が導入
行政機関による預貯金口座等 資産家開拓営業や審査業務
の照会業務ソリューション
で登記情報を名寄せして活用
する方法
金融ソリューション企画PJ
代表取締役社長 佐野秀光
専務取締役 佐藤均

ジェイエスキューブ

アドバンスト・メディア

地域金融変革運動体全国会
金融財政事情研究会
ジンテック

Azure AD／IDaaS の使い ペーパーレス化推進によるワ
方、
クラウドID管理とパスワー ークスペース・ワークスタイル
ドレスを解説
変革への取り組み
プロダクト部
認証・ＩＤマーケティング
部長 佐野誠治

デジタルとアナログを融合し
た
「Hybrid 顧客コミュニケ
ーション管理」

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

富士ゼロックス

「金融機関の営業改革」
につい ［活用例から学ぶドキュメント
て〜トヨタ生産方式による営 業務改革］ペーパーレスと無
業部門の生産性向上方法〜
駄工程の削減で働き方改革
代表取締役
高原祐介

オプロ
サポートサービス部
シニアディレクター 泉博章
セールスフォース・ドットコム
常務執行役員
エンタープライズ金融営業本部長
田村英則

オプロ

G402-05 16:10~17:10 ONLY

ソリューション事業部
デジタルトランスフォーメーションサー
ビス部
執行役員 部長 塩本直弘

アフターデジタル時代の地銀
マーケティング最前線
〜常陽銀行の事例に学ぶデ
ータ活用

B5(2)-13 11:55~12:30 ONLY

G610-02 12:00~13:00 ONLY

先進事例から学ぶ
デジタルトランスフォーメーショ
ンによる働き方改革（詳細調整中）

いま、金融機関で求められる
DXをBoxで実現!!（仮）

講師調整中

NTTコミュニケーションズ

マネーツリー

ビービット

金融機関と挑むデジタルシフ
ト〜地域の垣根を越えたビジ
ネスマッチングの実現〜
三井住友銀行 講師調整中
NEC 第一金融ソリューション事業部
講師調整中

G610-03 13:30~14:30

コンタクトセンターソリューションビジ
ネス部
コンタクトセンターグループ
シニアコンサルタント
安藤竜一

みずほ銀行における、営業部
門の業務効率化とその先を見
据えた取り組み

みずほ銀行
コーポレート・インスティテューショナル業務部
大企業営業推進チーム
調査役 浜崎靖丈
ウイングアーク１ｓｔ
営業・カスタマーサクセス本部
インダストリー企画営業統括部
金融企画営業部 部長 吉山潔

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

デジタル時代のオペレーショ
ン改革 〜 サステナビリティ
と全体最適の追求 〜

中小企業の課題解決に向けた AIと人間の新結合による〝新
「会計データ webコミュニケ 法人推進戦略〟〜顧客利便性
ーション」活用事例
を追求する店舗改革〜
山口フィナンシャルグループ
法人戦略部 三浦大斗
電通国際情報サービス
金融ソリューション事業部 和田清志
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

日本リスク・データ・バンク
代表取締役副社長 稲葉大明

FS-Solution
DIRECTOR
秋澤博文
SENIOR MANAGER
ウイングアーク１ｓｔ 坂田敦
竹田信弘

スマートフォンを活用した１次
情報が切り拓く持続的な地方
創生とビジネスの両立
代表取締役
中山竜

N.ジェン

NEC

B5(1)-22 14:00~14:40 ONLY

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

フィンテックの展開と金融機
関の歴史と展望
Sansanシニアアドバイザー
モルガンスタンレーMUFG証券 顧問
安井肇

NEC

法人事業統括
法人プロダクト＆事業戦略本部
デジタルマーケティング事業統括部
統括部長 藤平大輔

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

P C 作 業 自 動 化 を 推 進 する
RPA導入の成功・失敗を分け
るポイント
CS部
平野将希

G405-03 13:30~14:30

事業戦略と決算書をカラダで
覚える社長塾（エフアンドエム
ビジネススクール）
取締役
原田博実

14:00

ソフトバンク

B5(2)-22 14:30~18:00

エフアンドエム

日本システム開発

金融業界におけるデジタライ
ゼイションを支援する
Sansanビジネスプラットフ
ォーム
営業部 金融グループ
マネジャー 後藤直之

G610-04 15:00~16:00 ONLY

ソフトバンクとトレジャーデー
タ協業で実現する、金融業界
のデータマーケティング事例

Sansan

dotData導入による信託銀
行リテール営業活動の効率化

三井住友信託銀行
個人企画部 主管 依田康裕
NEC コーポレート事業開発本部
dotData事業開発室 講師調整中

13:00

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

大分銀行登壇「高効率なIT基
盤構築と業務改革の融合」変
革の5年と今後のIT戦略

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

チャットプラットフォームの活
用による、金融業界でのコミュ
ニケーション変革
執行役員
垣内隆志

G405-04 15:00~16:00 ONLY

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

（仮）金融機関とセブン銀行の
歩みと今後の協業についての
展望

15:00

【銀行関係者必見】
パワポから
1万本自社作成！3Dアバター
付の教育/営業動画で効率化
代表取締役社長
加山緑郎

執行役員
深澤孝治

アルファコム

4COLORS

16:00

セブン銀行

B5(1)-23 16:20~17:00 ONLY
G610-05 16:30~17:30 ONLY

これからの金融機関店舗づく
り―レイアウトから建築を設
計するサステイナブル店舗―
事業企画ユニット
ユニット長 八井肇

デジタルで変わる金融サービ
スの未来〜生体認証、AI、API
を活用した新たな顧客体験〜

第二金融ソリューション事業部
ソリューション推進部
部長 児玉直宏

G405-05 16:30~17:30 ONLY
調整中

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

カスタマーエクスペリエンス
を追求したデジタル化戦略

NEC

法人事業統括
クラウドエンジニアリング本部
本部長 石田誠司
テクノロジーユニット
モバイル技術統括
アプリケーション技術本部
ソリューション開発部
部長 新居久朋

BlackBerry Japan

ForeVision

11:00

12:00

G405-02 12:00~13:00

B5(1)-21 13:00~13:40 ONLY

シトリックス・システムズ・ジャパン

Enterprise Account Manager
多田 昌広

千葉興業銀行
人事部 人材開発室
上席調査役 加藤陽介

日本マンパワー

G510-05 16:10~17:10
G409-05 16:30~17:30 ONLY G502-05 16:30~17:30 ONLY

グッドキャリア企業アワード
受賞 千葉興業銀行の取組
事例から学ぶ社員のキャリア
自律支援について

KPMGコンサルティング

大分銀行
事務統括部 システム企画グループ
推進役 那波浩幸
エムティーアイ シトリックス・システムズ・ジャパン
セールスエンジニアリング本部
金融SEグループ
リード システムズ エンジニア
國分俊宏

SMBC日興証券が選んだセ
キュアモバイルソリューション

Time
10:00

G405-01 10:30~11:30 ONLY

NTTコミュニケーションズ

G510-04 14:40~15:40 ONLY
G409-04 15:00~16:00 ONLY G502-04 15:00~16:00

人事・研修セミナー〈定員30名〉
G405 会場

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

楽天コミュニケーションズ

モバイル事業者から見た金融
機関の課題〜これからの時代
を生き抜くヒントと落とし穴〜

ガラス棟

アプリケーション＆コンテンツサービス部
アプリケーションサービス部門
担当課長 小林豊

金融機関の新たなCXを実現
するオムニチャネルコンタクト
センターの現状とは

リコージャパン

※敬称略

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

RPAその先へ
DX時代のビジネスプロセス改革
（AI/RPA/Box/CRM）

Box Japan

TBM
代表取締役 CEO
山崎敦義

最高営業責任者
宮上大造

B5(2)-12 11:00~11:35 ONLY

講師調整中

紙とプラスチックに代わる持
続可能な新素材 LIMEX

プライバシー保護とデータ利
活用の共存を実現するData
Centric Banking

執行役員／エバンジェリスト
宮坂祐

Quadient

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

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

NTTコミュニケーションズ

日本事務所代表
成田臣二

ジェーシービー
総務部 部長 金塚正雄

エクスプローラーコンサルティング

ＪＦＥシステムズ

G610-01 10:30~11:30

登記簿図書館

G409-03 13:30~14:30 ONLY G502-03 13:30~14:30 ONLY

ホームズ

南都銀行
事務企画部 副部長 本田伊佐雄
ＪＦＥシステムズ
プロダクト事業部 営業部
シニアセールスマネージャー
橋本裕之

アプリケーション＆コンテンツサービス部
アプリケーションサービス部門
Head of Customer Success 野崎秀吾

Tenable Network Security Japan

G402-04 14:40~15:40 ONLY

本部・営業店舗におけるペー
パーレスの取組み
〜南都銀行の挑戦〜

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

お堅い弊社でBoxサービスが
公式ツール化されるまでの物
語とAI/RPA連携事例

G510-03 13:10~14:10 ONLY

ソリトンシステムズ

横浜銀行様・肥後銀行様
業務コスト70％削減 ホーム
ズＡＩを活用した働き方改革

B5(2)-11 10:05~10:40 ONLY

DataClasys

G409-02 12:00~13:00 ONLY G502-02 12:00~13:00 ONLY

シナジーマーケティング

武蔵野銀行
営業統括部
営業企画室兼フィンテック推進室
室長 磯中克哉
アドバンスト・メディア
STF事業部 営業部
シニアセールスマネージャー
山下雄也

G610 会場

B7セミナー〈定員 各150名〉
B7 ( 1 ) 会場
B7 ( 2 ) 会場

G510-02 11:40~12:40

リーダー

【武蔵野銀行様 ご講演】
金融機関における音声認識活
用方法のご紹介

G510 会場

ホールB7

B5特別セミナー〈定員 各120名〉
B5 ( 1 ) 会場
B5 ( 2 ) 会場

セイコーソリューションズ

G402-02 11:40~12:40 ONLY

第1部キーノートスピーチ：
共同通信社 橋本卓典

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
営業統括部 営業担当
部長 遠藤由則

東北労働金庫
業務部 髙橋一真
DataClasys
マーケティング本部
執行役員 小林眞楠

ネットムーブ

横浜銀行
事務サービス部 融資・外為グループ
副調査役 岡田真梨奈
肥後銀行
与信統括部 融資企画グループ
企画役代理 髙田倫子

地域事業者の生産性向上へ
NTTデータ 寄与するために〜中小企業の
底力を復活する取組み〜

今求められるデジタルワーク
スペースとは

G502-01 10:30~11:30

※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。

ホールB5

【第四銀行｜北國銀行 事例】
AI・電子契約を使った店舗業
務自動化・ペーパーレス化

G402-03 13:10~14:10 ONLY

E3-22 14:10~14:50 ONLY

E3-25 17:10~17:50 ONLY

プリマジェスト

G409-01 10:30~11:30

大阪大学
招へい准教授/博士（情報理工学）
中川郁夫

京都銀行
事務統轄部
部長代理 中西剛

総合受付
セミナーコンシェルジュ

FITセミナー

イセトー

E2-05 16:30~17:30 ONLY

ソリューション事業部
部長 三股泰彦

仙台銀行
個人営業部 個人営業企画課
課長代理 柳町俊悟

E4-21 14:00~14:50 ONLY

E3-24 16:10~16:50 ONLY

E1-05 16:10~17:10 ONLY

G棟FIT

ガラス棟

5F

B5特別 3F

セミナー

C棟

B棟

NTTデータ 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
RPAソリューション担当
課長 中川拓也
課長代理 橘俊也
事例紹介金融機関（講師調整中） NTTデータ

最新事例多数！データ活用に
よるデジタルマーケティング・
ナレッジマネジメントの実現

富士通

16:00
B棟とガラス棟は、連絡ブリッジで
つながっています。

RPA第２ステージ〜現状から今後の展
望まで、AI-OCR事例を交えてご紹介〜

第四金融事業本部
事業開拓推進室
部長 佐久間康久

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。

会場全体図

ジンテック

E3-23 15:10~15:50 ONLY

セキュアブレイン

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。

【事例紹介】金融機関が注目
するFinTechアプリの脆弱性
とその対策

※本冊子中の情報は8月20日現在のものです。

G510-01 10:10~11:10 ONLY

ネオジャパン

E2-04 15:00~16:00 ONLY

講師調整中

※セミナー会場へは、総合受付（B1F）で来場登録を
してからお越し下さい。

森・濱田松本法律事務所
パートナー弁護士 増島雅和
チューリッヒ生命
プロジェクト推進部 兼
契約事務企画部 部長 渡辺泰裕

E3-21 13:10~13:50 ONLY

E1-03 13:10~14:10 ONLY

※続けて他のセミナーにも申し込みができます

保険業界の業務プロセス革新
〜ビジネスモデル創出とチュー
リッヒ生命の事例をもとに〜

店舗業務のペーパーレスから
始まる金融デジタルトランス E4-12 12:20~13:30 ONLY
フォーメーション
デジタル化で激変する市場構
ビジネスソリューション事業部
造とビジネス 「“個”客の見
営業グループ シニアスペシャリスト
える化」
へのアプローチ
的羽幸洋

ノースアイランド

13:00

申込完了

E4-11 10:30~11:50 ONLY

E3-13 12:10~12:50 ONLY

NTTデータビジネスブレインズ

G棟FITセミナー〈定員 各78名〉
G502 会場

G402-01 10:10~11:10

E2-02 12:00~13:00 ONLY

コンサルと教育研修がタブレッ
トで大連携！営業スタイルを激
変させた活用事例大公開！

G409 会場

みずほ信託銀行不動産部門
での導入事例から学ぶデジタ
ライズの取組み
NTTデータ

代表取締役
嶋敬介

ログイン／会員登録の画面へ

NTTデータ

みずほ信託銀行
不動産コンサルティング部
部長 吉武泉

E1-02 11:40~12:40 ONLY

Web受付締切り：10月23日
（水）12時締切り

横浜銀行
ICT推進部
主任調査役 森口富裕

E3-12 11:10~11:50 ONLY

スマホで簡単！申し込み！

https://fit-tokyo.nikkin.co.jp/

ID、PWでログイン

E2-01 10:30~11:30 ONLY

ネットワークセキュリティ事業部
プラットフォーム営業部
RSA営業課 課長 坂手義信

〈逐次通訳〉

G402 会場

E3-11 10:10~10:50 ONLY

マルチクラウド導入のすすめ
〜横浜銀行での導入経緯と活
用方針〜

※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。

ガラス棟

FIT特別セミナー〈定員 各80名〉
E3 会場
E4 会場

E1-01 10:10~11:10

【ATMの安全対策】
Windows10への移行をソフ
トウェアにてローコストで実現

セミナー内容など詳細は「FIT2019オフィシャルサイト」でご確認下さい。

ホールE

FITセミナー〈定員 各80名〉
E1 会場
E2 会場

Time
10:00

10月24日
1 Web申し込み

ONLY

秀光

講師調整中

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

17:00

セブン銀行口座での不正対策
の取組みと、経験を踏まえた共
通プラットフォームの構築へ
戦略事業部
副参事 安田貴紀

ワークデイ

ソフトバンク

Sansan

セブン銀行

18:00

