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FITセミナー 〈会場定員 各50名〉 G棟FITセミナー 〈会場定員 各60名〉FIT特別セミナー 〈会場定員 各50名〉

E1会場 G402会場E2会場 G409会場E3会場 G502会場E5会場 G510会場

ホールE ガラス棟

セミナー紹介
10月１4日㊍

※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。
※セミナーの情報は2021年9月21日現在のものです。
※掲載の会社名・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

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。ご了承下さい。

各会場とも

受講無料
ONLY

！  
注 意

会場受講のみ

会場受講 後日配信

会場上映 後日配信

会場受講 後日配信LIVE配信

席に余裕があるセミナーは、各会場で当日受付を行います。

…会場での受講に加え、当日は LIVE 配信、会期後は後日配信をオンライン視聴できるセミナー
…セミナー映像を会場で上映し、会期後は後日配信をオンライン視聴できるセミナー

…会場のみで受講できるセミナー
…会場での受講に加え、後日配信をオンライン視聴できるセミナー

後日配信期間
10月25日（月）〜11月26日（金）

	10:10~11:10E3-01

【事例】顧客と行員をつなぐ「申請電
子化サービス」で申請プロセスの一
気通貫を実現
取締役 兼 セールスコンサルティング本部長 
吉田順一    

オプロ

会場受講 後日配信

	11:40~12:40E3-02

【静岡銀行様ご講演】
与信管理における登記アラートの
活用とリスク可視化の取組み
静岡銀行 企業サポート部 審査企画グループ 
グループ長 伊藤秀樹
JON 代表取締役社長 中川元

JON

ONLY
会場受講 後日配信

	13:10~14:10E3-03

同時進行する事業承継・財産承継
プランニングとゴールベースプラン
ニングのＤＸ化
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
会場受講 後日配信

	14:40~15:40E3-04

デジタル技術で営業を変える　
三井住友海上が挑んだ、3万店舗の
営業改革（仮）
三井住友海上火災保険  
講師調整中
    

ウイングアーク１ｓｔ

ONLY
会場受講 後日配信

	16:10~17:10E3-05

金融機関のちょっと未来のデジタ
ルマーケティング

ビジネス統括本部 エンタープライズ営業部　
金融グループ チームリーダー 六車裕次郎
    

Sansan

会場受講 後日配信

	10:10~11:10E1-01

AI・クラウドはいかに銀行業界を変
革するか ～先端技術を活用した融
資業務新常識～
代表取締役社長 野村逸紀
カスタマーサポートエンジニア 西川洋樹
    

nCino

ONLY
会場受講のみ

	11:40~12:40E1-02

営業窓口のDX化で顧客接点を高
度に効率化するコミュニケーション
プラットフォーム
プロジェクト推進部 Lyfe事業部 部長 柴武将
コンサルティング部 シニアコンサルタント 山本哲也
    

デフィデ

ONLY
会場受講のみ

	13:10~14:10E1-03

次世代金融リテール分野における
DX・顧客目線かつデータドリブン
なサービス構築
代表取締役 田中徹
    

MILIZE

会場受講のみ

	14:40~15:40E1-04

金融業界の非対面による「顧客満
足度向上」の方法

坂巻玲奈

ブイキューブ

ONLY
会場受講のみ

	16:10~17:10E1-05

不正アクセス検知を起点とする
AML／CFT対応の高度化事例の
紹介
代表取締役 島津敦好
    
    

カウリス

ONLY
会場受講のみ

	10:30~11:30E2-01

地域企業のDX化を金融機関と共
に！

代表取締役CEO 近藤繁
    
    

ココペリ

ONLY
会場受講のみ

	13:30~14:30E2-03

FFG様 デジタルツールを活用した
投資信託ビジネスモデルの再構築
事例のご紹介
ふくおかフィナンシャルグループ 
営業統括部 調査役 谷口翔太郎

富士フイルムシステムサービス

ONLY
会場受講のみ

	15:00~16:00E2-04

【事例紹介】SBI損害保険様 DX時代
における基幹システム移行成功の秘訣
SBI損害保険 
代表取締役社長 五十嵐正明
情報システム部 部長 齋藤敏貴
シンプレクス クロス・フロンティアディビジョン 
エグゼクティブプリンシパル 鏡義弘
プリンシパル 近藤雅俊 シンプレクス

ONLY
会場受講のみ

	11:00~13:00E5-11

広島銀行の事例に学ぶ！
第一線でのAML対応/FATF対日
相互審査の結果概要とその影響
広島銀行 
リスク統括部 マネロン等金融犯罪対策室 
室長 山根洋
弁護士法人中央総合法律事務所 
代表社員弁護士・パートナー 金澤浩志

ジンテック

ONLY
会場受講のみ

	14:00~15:00E5-21

住信SBIネット銀行における自動音
声を活用したDX戦略
住信SBIネット銀行 
ネオバンク事業部 事業推進グループ 
調査役 福山勝章
ファイナンス事業部 コンシューマーローングループ 
主任 小林拓貴

ジンテック

ONLY
会場受講のみ

	16:00~17:00E5-22

ふくおかFGにおけるOne to One
マーケティング虎の巻
～CRM戦略のポイント～
ふくおかフィナンシャルグループ 
営業統括部  部長代理 宮里大

ジンテック

ONLY
会場受講のみ

	10:10~11:10G402-01

【初公開】リアル営業アバター付動
画が現場営業の提案量や質を上
げ、コスト削減へ
代表取締役社長 加山緑郎
    
    

４ＣＯＬＯＲＳ

会場受講のみ

	11:40~12:40G402-02

不正送金の動向とFIDO認証につ
いて

ソリューション事業部  部長 三股泰彦
    
    

ネットムーブ

会場受講のみ

	13:10~14:10G402-03

【常陽銀行様・横浜銀行様】
ＡＩを活用した登記情報と電子契
約・評価システムの連携
常陽銀行 融資審査部 不動産調査グループ 
参事役 杉山人文
横浜銀行 事務サービス部 融資外為グループ 
ビジネスアシスタントリーダー 岡田真梨奈 ホームズ

ONLY
会場受講のみ

	10:30~11:30G409-01

海外事例から見るEコマースの新し
いUX及び金融機関に求められる
対応とその経済効果
金融事業本部 ソリューション営業部 
ソリューションセールスマネージャー 岸伸行
 

タレスDISジャパン

会場受講のみ

	12:00~13:00G409-02

ウィズコロナの「新しい生活様式」 
金融機関に顧客が求めるエクスペ
リエンスとは？
日本事務所代表 成田臣二
    
    

クアディエントジャパン

会場受講のみ

	13:30~14:30G409-03

安心・安全に利用でき、顧客接点を
劇的に改善するプラットフォーム 
Zoom とは
社長 佐賀文宣
ソリューション エンジニアマネージャー 
八木沼剛一郎

ZVC Japan (Zoom)

ONLY
会場受講のみ

	15:00~16:00G409-04

eKYCで描く一歩先の未来戦略

ソリューション事業部 アカウントマネジメント営業部 
担当部長 青木利治
    

エムティーアイ

会場受講のみ

	10:30~11:30G502-01

DX導入によるシンジケートローン
業務改革

講師調整中
    
    

Finastra

会場受講のみ

	13:30~14:30G502-03

コロナ禍で正常進化を遂げる渉外
部門とは～トヨタ生産方式による
顧客本位の成長戦略～
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
会場受講のみ

	15:00~16:00G502-04

【システム内製化】
短納期・コスト削減を実現するロー
コード開発プラットフォーム
金融ソリューション事業本部
講師調整中
    

パイプドビッツ

ONLY
会場受講のみ

	10:10~11:10G510-01

【金融機関のDX最前線】
事例に学ぶDX推進のベストプラク
ティスと落とし穴
セールス部 エグゼクティブセールス 西牟田光
    
    

STANDARD

ONLY
会場受講のみ

	13:10~14:10G510-03

袖山税理士が改正電帳法を解説！
電子取引の証憑保存、伝票スキャ
ナ保存のポイント
SKJ総合税理士事務所 所長・税理士 袖山喜久造
コクヨ イノベーションセンター ドキュメントソリューション事業部 
グループリーダー 小川知也
課長補佐 櫻井律子 コクヨ

ONLY
会場受講のみ

	14:40~15:40G510-04

ふくおかフィナンシャルグループにお
けるBlue Prismを活用したDX戦略
ふくおかフィナンシャルグループ
ＩＴ統括部 ＩＴ統括グループ 事務統括部
ＲＰＡ推進グループ 副部長 野田享弘
Blue Prism 執行役員 
エンタープライズ営業本部長
西ヶ谷龍生 Blue Prism

ONLY
会場受講のみ
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ガラス棟 ホールB7ホールB5 ホールD5 ホールD7

セミナー紹介
10月１4日㊍

※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。
※セミナーの情報は2021年9月21日現在のものです。
※掲載の会社名・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

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。ご了承下さい。

各会場とも

受講無料
ONLY

！  
注 意

会場受講のみ

会場受講 後日配信

会場上映 後日配信

会場受講 後日配信LIVE配信

席に余裕があるセミナーは、各会場で当日受付を行います。

…会場での受講に加え、当日は LIVE 配信、会期後は後日配信をオンライン視聴できるセミナー
…セミナー映像を会場で上映し、会期後は後日配信をオンライン視聴できるセミナー

…会場のみで受講できるセミナー
…会場での受講に加え、後日配信をオンライン視聴できるセミナー

後日配信期間
10月25日（月）〜11月26日（金）

	10:10~11:10D5-01

～伊予銀行様のHelpfeel活用事
例～ 来店客減をチャンスに！顧客
接点のDX
マーケティング  マーケター 落合純平
    
    

Nota

ONLY
会場上映 後日配信

	13:10~14:10D5-03

【不正対策・AML対策】高度な顧客
認証による不正検知とAML対策の
効率化について
International Sales 
Fraud and Identity Business Development Manager 一瀬惇也
Financial Crime Compliance Sales Manager 井浪皓之

LexisNexis Risk Solutions

ONLY
会場上映 後日配信

	14:40~15:40D5-04

【エコシステムで創るデジタル手続
き】コミュニケーションを活性化さ
せるサービス基盤
営業統括本部 CRS第一営業部 
課長代理 柴田康平

イセトー

ONLY
会場上映 後日配信

	16:10~17:10D5-05

金融DXの勘所（Part1からPart３
まとめ） 個々の社員がDXを巻き起
こす礎となる
非製造ユニット  責任者 伊勢村哲司
 

アルテリックス・ジャパン

ONLY
会場上映 後日配信

	10:30~11:30D7-01

営業店−対面デジタルトランスフォ
メーション

グローバル・ビジネス・サービス事業本部 
金融サービス事業部 新規事業推進部 
担当部長 田中誠

日本アイ・ビー・エム

ONLY
会場上映 後日配信

	12:00~13:00D7-02

DXからGXへ - グリーン・トランス
フォメーションにおける保険業界
の役割
グローバル・ビジネス・サービス事業本部 
保険•郵政グループサービス事業部 
パートナー 保険サービス部長 藤田通紀
戦略コンサルティング 
パートナー 大塚泰子 日本アイ・ビー・エム

ONLY
会場上映 後日配信

	13:30~14:30D7-03

DXに向けた組織変革・人材育成
グローバル・ビジネス・サービス事業本部 
金融サービス事業部　
デジタル・リインベンションコンサルティング シニア・
マネージング・コンサルタント 笠野智代実

日本アイ・ビー・エム

ONLY
会場上映 後日配信

	15:00~16:00D7-04

金融DXの加速化を実現　－お客
さまと共創するIBMの戦略フレー
ムワークとは？－
グローバル・ビジネス・サービス事業本部 
金融デジタル・ソリューション パートナー 羽川茂雄
金融DXビジネス 統括部長 井上大輔

日本アイ・ビー・エム

ONLY
会場上映 後日配信

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

日本最大のシステム更新専門会社
のモダナイゼーション 
～AIで究極の高品質・低価格の進
化～
取締役 新妻秀樹
    
    ソフトロード

会場受講 後日配信LIVE配信

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

受付から完了まで相続事務プロセ
ス全体をデジタルトランスフォーメ
ーション化する方法
山梨県民信用組合 
事務部 事務管理課 課長代理 小泉晶絵

ビービーシー

ONLY
会場受講 後日配信LIVE配信

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

改正電帳法／レガシー問題への最
適解。時代と共に進化する電子帳
票システムのご紹介
ソリューション・プロダクト事業本部 プロダクト事業部　
営業部 セールスマネージャー 安田剛久

ＪＦＥシステムズ

ONLY
会場受講 後日配信LIVE配信

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

データ活用で金融機関を変える！
キーエンス流「データ活用術」

データアナリティクス事業グループ 水上拓也
    
    

キーエンス

ONLY
会場受講 後日配信LIVE配信

	13:30~14:10B5(1)-21

北國銀行のDX戦略を支える、地銀初のオー
ルクラウド化に向けたIT基盤更改の取組み
北國銀行 システム部 
基盤・運用グループ長 新谷直樹 NEC

ONLY
会場受講 後日配信

	14:30~15:10B5(1)-22

顔認証からマイナンバーカード活用まで、
eKYCで実現する安心・安全なデジタル社会
デジタルインテグレーション本部
マネージャー 山下隆 NEC

ONLY
会場受講 後日配信

	15:30~16:10B5(1)-23

SBI証券の不公正取引対策へのAI活用事例 
-国内初、インサイダー取引審査へのAI適用-
SBI証券 売買審査部 次長 田尻啓太
NEC 講師調整中 NEC

ONLY
会場受講 後日配信

	16:30~17:10B5(1)-24

口座不正利用を防止。本人確認済みIDの発
行と多要素認証を両立する「Trust Idiom」
SBIデジトラスト 
セールスマネージャー 脇山慧介 NEC

ONLY
会場受講 後日配信

	10:10~11:10G602-01

銀行事例に学ぶ！脱ハンコ、ペーパ
ーレス、メールレスを実現した情報
共有ツールとは？
マーケティング統括部 係長 市村英二
    
    

ネオジャパン

ONLY
会場受講 後日配信

	11:40~12:40G602-02

これからの店舗網の構築　
～持続可能な社会を見据えて～

働き方コンサルティング事業部 
スペースデザイン二部デザインセンター 
リードデザイナー 若尾正仁

オカムラ

ONLY
会場受講 後日配信

	13:10~14:10G602-03

朝日信用金庫の業務改革プロジェ
クト全容～POWER EGGの果た
した役割とは～
朝日信用金庫 専務理事 三澤敏幸
ディサークル パートナービジネス営業部 
金融営業課 課長 関戸紀仁

ディサークル

ONLY
会場受講 後日配信

	14:40~15:40G602-04

DX時代に必要な店舗改革とデジ
タルIDの融合

ソリューション ＆ プロフェッショナルサービス本部
幸城雅之
     

日本データカード

ONLY
会場受講 後日配信

	16:10~17:10G602-05

【ゆうちょ銀行様ご登壇】
名寄せ高度化で顧客口座特定によ
る業務効率化の実現
ゆうちょ銀行 営業統括部 営業戦略室
グループリーダー 小見山充
      

アグレックス

ONLY
会場受講 後日配信

	10:30~11:30G610-01

グループ経営における“お客さま情
報”の共有化～NRI様も実践されて
いるコンテンツセキュリティ～
Box Japan 金融営業部 部長 田中亮
野村総合研究所 
DX生産革新本部デジタルワークプレイス事業部長 
村田龍俊 Box Japan

ONLY
会場受講 後日配信

	12:00~13:00G610-02

ユーザーの不満爆発！？犯収法改
正から2年でみえたオンライン本人
確認の弱点
SaaS事業部 
執行役員 中村浩一郎
営業部 相澤遊

ショーケース

会場受講 後日配信

	13:30~14:30G610-03

営業店の融資事務を自動化！見せ
るだけで終わらない、業務を変革す
るデータ活用術
京都信用金庫 
事務統括部 代理 藤井幸

ウイングアーク１ｓｔ

ONLY
会場受講 後日配信

	15:00~16:00G610-04

島根銀行が取り組むAI全社展開への挑戦
島根銀行 営業推進グループ 兼 SBI未来共創プロジェクト推進室 
兼務出向 SBIホールディングス 社長室ビッグデータ担当 佐々木啓示
SBIホールディングス 社長室ビッグデータ担当
次長 佐藤市雄
アシスタントマネージャー 鍋倉由樹
DataRobot Japan データサイエンティスト 香西哲弥

DataRobot Japan

ONLY
会場受講 後日配信

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

対面チャネルとデジタルチャネルを融
合したお客様との新たな関係作り
バンキング統括本部 OSA推進室チャネル企画担当 
部長 今泉剛 NTTデータ

ONLY
会場受講のみ

	11:10~11:50B5(2)-12

業務まるごと自動化！金融DXを加速させ
るRPA・AIを用いたDXプラットフォーム
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 橘俊也 NTTデータ

会場受講のみ

	12:10~12:50B5(2)-13

"Open Service Architecture"に
よる未来の銀行
バンキング統括本部 OSA推進室 部長 青柳雄一
調整中 講師調整中 NTTデータ

会場受講のみ

	13:10~13:50B5(2)-21

【最新事例】DX時代のデータマネジメント 
～多種多様なデータ活用×Agility
第四金融事業本部 金融グローバルITサービス事業部 
事業開拓推進担当 
テクニカル・グレード 白水淳 NTTデータ

ONLY
会場受講のみ

	14:10~14:50B5(2)-22

「A-gate」でクラウドをセキュアに使う！ 
Salesforce活用の特効薬！
金融事業推進部 技術戦略推進部システム企画担当 課長代理 山中崇広
第一バンキング事業部 オファリング統括部
インテグレーション担当 課長 伊藤利樹 NTTデータ

ONLY
会場受講のみ

	15:10~15:50B5(2)-23

高齢社会における金融・非金融の垣根を越え
たサービス ～シニアとデジタルをつなぐ～
第三金融事業本部 しんきん事業部 課長 牧野司

NTTデータ

会場受講のみ

	16:10~16:50B5(2)-24

withコロナ時代にレジリエンス強化！デジ
タルワークスペースで金融DX推進実現！
コンサルティング＆ソリューション事業本部 デジタルワーク
スペース統括部 部長 遠藤由則 NTTデータ

ONLY
会場受講のみ

	17:10~17:50B5(2)-25

スマートシティ×情報銀行
～地域DXのための新しい仕組み
金融事業推進部 デジタル戦略推進部 部長 花谷昌弘

NTTデータ

ONLY
会場受講のみ

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

最先端のUI/UXを金融サービス
に！Web/スマホデザイン事例
クロス・フロンティアディビジョン
エグゼクティブプリンシパル 武石惇平
アソシエイトプリンシパル 佐藤慧太

シンプレクス

ONLY
会場受講のみ

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

eKYCによる継続的顧客管理を実
現するTRUSTDOCK-CRM
TRUSTDOCK
代表取締役 千葉孝浩
Verification事業部 セールスマネージャー 上井伸介
LINE eKYC事業責任者 赤石拓也

TRUSTDOCK

ONLY
会場受講のみ

	11:40~12:40D5-02

【事例で解説】 
今、金融機関はどのようにして 非
対面接客を活用しているのか
西山直樹

ベルフェイス

会場上映 後日配信




