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

営業本部
金融ソリューショングループ
富山信義

受講無料 （先着申込順）
9月17日
（火）
より申し込み受付開始！

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

E2-06 10:30~11:30 ONLY

日本システム技術

スマホで簡単！申し込み！

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

E1-07 11:40~12:40

Web受付締切り：10月23日
（水）12時締切り
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

ユーザ認証の潮流と便利な未
来 〜金融機関での活用例

ID、PWでログイン

必要事項を入力し登録

マイページから受講票を印刷

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。

※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（B1F）で来場登録を
してからお越し下さい。
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。

B7

セミナー

B7(1)
B7(2)

D棟
8F
7F
6F

代表取締役社長
北山雅一

金融機関向け「超高速開発」
モデルの導入のための処方箋

SBI生命保険
IT部、
お客様サービス部、
団体保険部担当執行役員
SBIインシュアランスグループ
執行役員CTO 池山徹
シンプレクス
金融フロンティアディビジョン
プリンシパル 鏡義弘
ミック 代表取締役 細川 謙三

4F

B5(1)
B5(2)

B棟とガラス棟は、連絡ブリッジで
つながっています。

7F

B5

6F

2F

5F
↑
JR東京駅
方面

1F

4F
3F
2F
1F

JR有楽町駅方面↓

G610
G502
G510
G402
G409

人事・研修

セミナー

G405

富山第一銀行
取締役 デジタルイノベーション室長
兼 ダイレクトバンキング部長
長谷聡

17:00

E1
E2

金融サービス事業部
Digital Reinvention Consulting Lead
酒井大輔
日本アイ・ビー・エム

森・濱田松本法律事務所
パートナー 堀天子

大日本印刷

E3-42 14:55~15:25 ONLY

紀陽銀行
営業戦略部 営業企画担当
大日本印刷
副長 上野祐嗣

E3-43 15:50~16:30

（展示会場）

B2F

E3
E4

日本アイ・ビー・エム

E4-43 15:20~15:55 ONLY

未来を見据えた金融店舗づくり
―ロビーは商談スペースへ、人
と人との対話が生まれる店舗

講師調整中

企業によるAI活用：RPA、イ
横浜銀行様ご登壇！
「RemoteOperator」導入 ンテリジェントオートメーショ
コグニティブの融合
による
「顧客体験の創造」
と効 ン、
果拡大への工夫
アジア・パシフィック統括営業本部長
横浜銀行
営業戦略部
コンタクトセンター企画グループ
調査役 梶ヶ谷愛子

次世代BANK構想「金融サー
ビス革命で地域を幸せに」
ココペリ
代表取締役CEO
近藤繁

東芝デジタルソリューションズ

E4-44 16:15~16:50 ONLY

G409-08 13:30~14:30

日本アイ・ビー・エム

G502-08 13:30~14:30 ONLY

インターナショナルビジネス
シニアヴァイスプレジデント
スリーマン シェリーフ

代表取締役
高原祐介

G610-06 10:30~11:30 ONLY

講師調整中

代表取締役社長
松橋隆広
地方創生推進室
室長 浅野有史

琉球銀行
人事部 人事部付部長 久田友彦
総合企画部 調査役 城間宏史

【北陸銀行】
ビジネスマッチン
グで行員のマインド改革と手
数料アップに成功した実例
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

G610-07 12:00~13:00

クラウドプロテクション&ライセンシング
シニア テクニカル スペシャリスト
畑瀬宏一

NTTデータ

セールスフォース・ドットコム

ふくおかフィナンシャルグループ
営業統括部
部長 山中満夫
営業統括グループ
主任調査役 壇明宏

リコーリース
講師調整中

G610-08 13:30~14:30

PoCだけで終わらせない！
世界で培ったメソドロジーと
ソリューションでDXを実現
講師調整中

G610-09 15:00~16:00 ONLY

マルチプラットフォーム／マル
チブラウザ時代の対応 〜第
一フロンティア生命の選択〜

講師調整中

最高執行責任者（COO）
永井一美

リコージャパン

インフォマティクス

B5(1)-41 13:30~17:30 ONLY

デジタル時代をどう生きる？
〜金融機関のあり方を考える〜
1.ご挨拶
営業本部
金融サービス部
ディレクター 徳和雄
2.ゼネラルセッション
デジタル時代における金融機関が
今取り組むべきこと
CTIO デジタルエバンジェリスト
星野友彦
3.セッション
①ロボ展開のスピードアップを実現
した開発内製化促進の取り組み事
例
メットライフ生命保険
デジタル・オートメーション・グルー
プ ディレクター 越川剛臣
②ここまで進んでる！金融業界の
オートメーション事例：
ビジネスデベロップメント
プロセス改善コーチ 松野克彦
③WX(ワークプレース体験)がビジ
ネスの成功をドライブする〜金融
ワーカーの体験向上が可能にする
ビジネスバリュー〜
ワークプレイスエクスペリエンスリー
ド 庄昌子

未来の資金繰りが一目で分か 【 銀 行・保 険・証 券の事 例 紹
る！〜AI資金繰り予想システ 介】店頭での接客体験をデジ
ムを活用した取引先支援〜
タルで実現し、いかに成果に
つなげていくかべきか
代表取締役
古尾谷未央

シーエーシー

竹橋経営コンサルティング

代表取締役
深田浩嗣

ミスターフュージョン
代表取締役
石嶋洋平

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

日本初！
地域 プロスポーツ 人財育成
浜松いわた信用金庫様
アスリート研修の紹介

Fenergo Japan

11:00

日本マンパワー

B7(1)-07 11:40~12:40 ONLY

ライフネット生命の実践事例
に学ぶデジタル戦略と自走で
きる組織の作り方
ライフネット生命保険
営業本部 マーケティング部
マネージャー 奥康隆
UNCOVER TRUTH
COO 小畑陽一

B7(2)-07 11:55~12:55 ONLY

DX時代に必要な金融ITサー
ビスの品質とは！品質保証の
専門家が導き出した現実解
ビジネストランスフォーメーション事業本部
エンタープライズ統轄部 統轄部長 兼
品質・技術統轄部 統轄部長
執行役員 細田俊明

12:00

G405-07 12:00~13:00

位置情報活用セミナー
〜アナログ情報とデジタル情
報を繋ぎ地域活性化を実現〜

代表取締役
中山竜

N.ジェン

13:00

B7(1)-08 13:20~14:20 ONLY

データセンターモダナイゼー
ションによる仮想デスクトッ
プ基盤更改〜大和総研事例
ニュータニックス・ジャパン
シニアシステムズエンジニア 加戸隆行
大和総研ホールディングス
大和総研
大和総研ビジネス・イノベーション
業務管理本部 業務部
副部長 塚本佳邦

B7(2)-08 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

B5(2)-42 14:25~15:10 ONLY

G405-08 13:30~14:30 ONLY

セキュリティ人材育成研修
〜CSIRTの必然・サイバーセ
キュリティ対策〜
公共金融ビジネス推進統括部
公共商品事業推進部
藤田和重

14:00

【ゆうちょ銀行様登壇】
デジタ
ルトランスフォーメーションの
現実解〜現状と今後の展望
ゆうちょ銀行 経営企画部
グループリーダー 北野義人
NTTデータ 第一金融事業本部
郵政ビジネス事業部 企画開発統括部
デジタルビジネス推進担当
NTTデータ
部長 青柳雄一

富士通マーケティング

日本システム開発

B7(1)-09 15:00~16:00

最新のAI技術が実現する！業
務効率化と“顧客の声”活用
営業部
部長 岩崎圭介

G405-09 15:00~16:00 ONLY

B7(2)-09 15:15~16:15

圧倒的な業務効率化の実現
マニュアルなしでシステムを
使いこなせるソリューション

B5(2)-43 15:35~16:20

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

代表
井無田仲

エーアイスクエア

4COLORS

16:00

テックタッチ

NTTデータ

G610-10 16:30~17:30 ONLY

G405-10 16:30~17:30 ONLY

コミュニケーション型ＡＩに関
する有効な活用事例の紹介と
そのポイントの解説

B5(2)-44 16:45~17:30

2024年問題-INSネット終了
企業・自治体向けEB/FBサー
ビスのゆくえ

代表取締役社長
竹内清明

タケロボ

浜松いわた信用金庫
人事部 人財開発課 髙林良昌
Criacao
岡本達也

ニュータニックス・ジャパン

金融事業推進部
デジタル戦略推進部
課長 岩田宣宏

宣研ロジエ

Sprocket

デジタル群 雄 割 拠を生き抜
く！クラウド APIで描くバン
キングビジネスの未来

デジタル時代の金融に求めら
れる顧客とのコミュニケーシ
ョンとは

日本ネクサウェブ

【2020年教育改革】新規マー
ケットへの参入〜プログラミ
ング教育の可能性〜

G405-06 10:30~11:30 ONLY

SHIFT

G510-10 16:10~17:10 ONLY

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

（Fin+Legal） Techで生み
出すデジタルイノベーション
クラウドサイン事業部
セールス責任者 平皓瑛

UNCOVER TRUTH

B5(2)-41 13:15~14:00 ONLY

Time
10:00

B7(2)-06 10:15~11:15

B5(2)-32 11:30~12:15 ONLY
金融事業推進部
デジタル戦略推進部
部長 花谷昌弘

G510-09 14:40~15:40 ONLY

ふくおかフィナンシャルグルー NECが提供する営業支援シ
プがダイナトレックで実現す ステム
（仮）
る営業マネジメントシステム
日本電気

セールスディレクター
木村真二

NTTデータ

金融機関が目指すべき情報銀
行とは何か？

ＦＰＴジャパンホールディングス

仮）
リース取引の審査業務改
善、グループの知見を活かし
た独自AI開発取組みと課題

人事・研修セミナー〈定員30名〉
G405 会場

B7(1)-06 10:00~11:00

「RegTech」による規制対応
と業務効率化との推進
―海外事例―

※敬称略

ガラス棟

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

タレスジャパン

エクスプローラーコンサルティング

G409-09 15:00~16:00 ONLY G502-09 15:00~16:00 ONLY

ホールB7

弁護士ドットコム

グローバル決済市場の最新動
向と今後の展望 ‒急速な変化
にどう向き合うか

ヒューレックス

※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。

金融事業推進部
デジタル戦略推進部
課長代理 横山智恵

富士ゼロックス

地域金融機関必見！50機関
以上が採用する取引先支援の
手法を事例を交えてご紹介

B5(2)-31 10:20~11:05 ONLY

Let's start Experience
Design!

【琉球銀行様ご講演】高度な
検索・アクセスをスマホで実
現、業務マニュアル活用事例

リンカーズ

G402-10 16:10~17:10

デジタルソリューションビジネスユニット
デジタルITプロダクト部
セールスディレクター
丹治由佳

金融機関におけるデジタルイ
ノベーション―新しいカタチ
で顧客とつながる
（仮）

Kofax Japan

ダイナトレック

感情認識AIを活用した新たな顧
客接点強化！
〜「心sensor」で感情を解析〜

代表取締役
古賀剛
営業部
シニアセールスマネージャー
日向賢一

シニア・バイスプレジデント
アーメッド ザキール

G402-09 14:40~15:40 ONLY

東芝
研究開発センター
コンピュータ＆ネットワークシステムラボラトリー
主任研究員 辰村光介
フロンティアリサーチラボラトリー
主任研究員 後藤隼人
東芝デジタルソリューションズ
新規事業開発室 参事 岩崎元一

B5(1)-31 10:00~12:30 ONLY

G510-08 13:10~14:10 ONLY

Infoblox

高まる量子コンピュータへの
期待 〜東芝の最新技術と金
融への応用〜

G610 会場

コクヨ

５Gを利用したFinTechのた 「金融機関の営業改革」
につい
めの次世代セキュリティーに て〜トヨタ生産方式による営
ついて
（海外事例紹介）
業部門の生産性向上方法〜

キヤノンマーケティングジャパン

業務改善へのベストソリュー
ション！対面を含む全音声の
自動コンプライアンスチェック

ベリントシステムズジャパン

G409-07 12:00~13:00 ONLY G502-07 12:00~13:00

日本アイ・ビー・エム

講師調整中

E3-44 17:00~17:50 ONLY

凸版印刷

クラウド＆コグニティブ・ソフトウェア事業本部
エグゼクティブ・アーキテクト
早川ゆき

大日本印刷 〜事例から学ぶ〜
事務処理時間50％削減に貢
献するIBM次世代営業店ソリ
ューション

日本ユニシス

18:00

システム事業本部
AI推進部長 間々田隆介

キャッシュレス決済の最新動
向とDNPの取り組み

E2-10 16:30~17:30 ONLY

営業企画ユニット
ユニット長 的野泰浩

手書きAI OCRシステムを活
用した事務の効率化

G510 会場

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

G510-07 11:40~12:40 ONLY

E4-42 14:25~15:00 ONLY

ＡＰＩを活用したオールインワンアプ
リにおけるＤＮＰとの新たな取り組み

FIT特別セミナー
ホールE

【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

FATF審査も踏まえたAML・ 銀行デジタル・トランスフォー
リスク管理態勢についてのチ メーションの潮流
グローバル・ビジネス・サービス事業本部
ェックポイント

情報イノベーション事業部
C&Iセンター
マーケティング・決済プラットフォーム本部
本部長 土屋輝直

秀光

B1F

E4-41 13:30~14:05 ONLY

情報銀行が牽引する、日本型
APIエコノミーの進化

総合受付
セミナーコンシェルジュ

FITセミナー

CRM＆ビジネスデベロップメント
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

変革期を勝ち抜く
富山第一銀行にみるデジタル
戦略の先行事例

セミナー

B7

E2-09 15:00~16:00 ONLY

E1-10 16:10~17:10 ONLY

G棟FIT

ガラス棟

E3-41 13:30~14:30 ONLY

グローバル金融事例に見る、
AIモデル開発プラットフォー
ム最新動向

「海外送金業務」事務負担軽
減の具体策：送金受付から対
外決済までを完全デジタル化
ミック

SKJ総合税理士事務所
所長 税理士 袖山喜久造

インターコム

ローレルバンクマシン

16:00

5F

B5特別 3F

セミナー

C棟

E2-08 13:30~14:30 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

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。

A棟

ジンテック

日本マイクロソフト

E1-09 14:40~15:40 ONLY

15:00

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

G402-07 11:40~12:40 ONLY

常陽銀行
経営企画部 業務革新室
参事役 金丸愼

キャピタル・アセット・プランニング

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。

Customer360 基盤構築に 【 元 国 税 庁 袖 山 税 理 士 に聞
おける顧客名寄せの最適化
く！】伝票・諸届等の電子化実
務
アクサ生命保険

G402-08 13:10~14:10 ONLY

取締役
栗原崇

14:00

G409-06 10:30~11:30 ONLY G502-06 10:30~11:30 ONLY

※本冊子中の情報は8月20日現在のものです。
ホールB5

G510-06 10:10~11:10 ONLY

タス

デジタルネイティブが考える
未来の金融サービス

※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

G409 会場

アグレックス

インフキュリオン・グループ
代表取締役/Fintech協会代表理事会長
丸山弘毅
日本マイクロソフト
エンタープライズ コマーシャル事業本部
金融インダストリーマネージャー
笠原淳子

E1-08 13:10~14:10 ONLY

申込完了

B棟

ディサークル

スカイコム

13:00

※続けて他のセミナーにも申し込みができます

会場全体図

地域金融ソリューションセンター
代表 竹内心作

西日本シティ銀行
総合企画部 業務革新室
井本英樹
ディサークル
パートナービジネス営業部
講師調整中

エントラストジャパン

まだ会員でない場合
FIT会員登録（無料）をクリック

地域金融機関及び協同組織
金融機関のためのソリューシ
ョン営業のすすめ方

【西日本シティ銀行】
銀行業務のデジタル化による
生産性向上の取り組み事例

MS・インフキュリオン共同開
催：キャッシュレスから始まる
金融機関の未来像とアプロー
チ

新事業開発部 主任研究員 兼
新事業開発部長
藤井和之

※セミナーの申し込みには、
ログイン／会員登録が必要です

E4-31 10:30~12:00 ONLY

東京オリンピック後の首都圏
不動産市場

ログイン／会員登録の画面へ

G棟FITセミナー〈定員 各78名〉
G502 会場

G402-06 10:10~11:10 ONLY

E2-07 12:00~13:00 ONLY

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

受講するセミナーの申込ボタンをクリック

すでに会員の場合

E3-32 11:00~12:30 ONLY

ブイキューブ

お申し込みは、Webまたはハガキで！

日本マイクロソフト

「ＢａｎｋＮｅｏ預り管理」地
方銀行様での導入事例（仮）
紀陽銀行 講師調整中
大分銀行 講師調整中

11:00

G402 会場

E3-31 10:00~10:40 ONLY

ソリューション スペシャリスト
今野拓哉

※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

E1-06 10:10~11:10 ONLY

Web会議、Webセミナーを
活用した、"攻める"業務効率
化の最新事例

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25日
1 Web申し込み

ONLY

アバナード

第四金融事業本部
e-ビジネス事業部
e-ビジネス商品企画営業担当
課長 篠原伸彦

NTTデータ

調整中

B7(1)-10 16:40~17:40

【MAMシェアNo1】
moconaviクラウドがFISC
に準拠！モバイル端末活用の B7(2)-10 16:55~17:55
安全性向上へ
【みずほ銀行の研修で導入】
代表取締役CEO
AIで模範行員の営業トーク分
東郷剛
析！若手の営業力アップに
コグニティ
事業推進部 MK課 課長 田中友理
みずほフィナンシャルグループ
デジタルイノベーション部
レコモット デジタライゼーション推進チーム
シニアデジタルストラテジスト
東志保

講師調整中

17:00

ワークデイ

コグニティ

18:00

