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10：00〜18：30

（最終日は18：00まで）

会 場

日 時

FIT事務局

〒102‑8677 東京都千代田区九段南4‑3‑15

オフィシャルガイドブック

グランフロント大阪（JR大阪駅北口直結）
ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター

開催概要

開催概要
会場案内

スポンサーシップ

〈50音順〉

大日本印刷
（株）

FIT大阪セミナー／セキュリティセミナー
………………………（2日間・40セッション/無料）

GOLD Sponsor

体験コーナー …………（2日間・20セッション/無料）

（株）
スカイコム

SILVER Sponsor
（株）
アグレックス

（株）
イセトー

エンカレッジ・テクノロジ
（株）

キヤノンマーケティングジャパン
（株）

（株）
クローバー・ネットワーク・コム （株）
ココペリ
シナジーマーケティング
（株）
（株）
登記簿図書館

ディサークル
（株）
ネットムーブ
（株）

ヒューレックス
（株）

後 援 一般社団法人全国銀行協会

一般社団法人信託協会

一般社団法人全国地方銀行協会

一般社団法人第二地方銀行協会

一般社団法人全国信用金庫協会

一般社団法人全国信用組合中央協会

一般社団法人全国労働金庫協会

農林中央金庫

日本証券業協会

一般社団法人生命保険協会

一般社団法人日本損害保険協会

一般社団法人投資信託協会

公益財団法人金融情報システムセンター（FISC）

共 催

（
、

FIT大阪特別セミナー （2日間・15セッション/無料）

日本ユニシス
（株）

（株）
プリマジェスト

主 催

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

）

出展社紹介

PLATINUM Sponsor

ナレッジキャピタル
コングレコンベンションセンター

セミナー紹介

10：00〜18：30（最終日は18：00まで）

会 場

日 時

9/5 ・6

2019.

グランフロント大阪

（JR大阪駅北口直結）
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〔お問い合わせ〕
日本金融通信社（ニッキン）FIT事務局
TEL 03-5860-7130
E-mail fitosk@nikkin.co.jp
本
社 〒102‑8677 東京都千代田区九段南 4‑3‑15
大阪支社 〒550‑0014 大阪府大阪市西区北堀江 1‑9‑14
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会場案内図
ナレッジキャピタル
タワー C ８F

グランフロント大阪 北館 B2F ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター

グランフロント大阪 北館
タワー C

B 会場

17

ForeVision（株）

K11

11

iMicroData Japan（同）

S15

17

Infoblox（株）

K51

17

JFEシステムズ（株）

K24

12

NTTテクノクロス（株）

S17

16

ア

セミナーD会場

18

Tenable Network Security Japan（株）

K54

17

ThreatMetrix（同）

K27

12

TIS（株）

K25

12

K30

13

セミナーC会場

18

セミナーE会場

18

（株）イセトー

K20

12

（株）インターコム

S03

15

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（株）

K10

11

エクスプローラーコンサルティング（株）

K47

14

（株）エフアンドエム

K57

14

エプソン販売（株）

S01

15

（株）エムティーアイ

Ｓ09

15

K50

17

セミナーC会場

大澤事務所（株）
（株）オートマティゴ

（株）アグレックス
（株）アシスト
アバナード
（株）

9月5日（木）
午前：Sansan
午後：大日本印刷

A 会場

16

S14

D 会場

9月6日（金）
午前：ジンテック
午後：大日本印刷

FIT大阪
特別セミナー

カクテルタイム

〈スポンサーシップ〉

9/5

P …PLATINUM Sponsor

展示会場の4カ所にビールやワイ
ン、オードブルをご用意したカクテ
ルコーナーが登場します。初日の17
時からは、交流の場に変わります。

S …SILVER Sponsor

カ

K04

10

（株）東洋

K58

13

14

（株）ビズアップ総研

K09

K08

10

（株）ジンテック

S18

16

トッパン・フォームズ（株）

10

K02

10

ヒューレックス（株）

K29

K48

14

（株）スカイコム

K28

12

凸版印刷（株）

12

K38

13

富士ゼロックスシステムサービス（株）

K14

キヤノンマーケティングジャパン（株）

K22

12

（株）セキュアブレイン

S04

15

トレンドマイクロ（株）

11

セミナーE会場

18

富士通（株）

K44

（株）キャピタル・アセット・プランニング

K55

14

（株）セゾン情報システムズ

S06

15

13

日鉄日立システムエンジニアリング（株）

K26

12

（株）プリマジェスト

K37

K05

10

（株）ソリトンシステムズ

K52

13

17

日本ATM（株）

S05

15

（株）プロット

K53

（株）クオリティア

S10

15

（株）ダイナトレック

17

S07

15

日本金銭機械（株）

S02

15

（株）ホームズ

セミナーB会場

（株）クローバー・ネットワーク・コム

K23

12

大日本印刷（株）

18

K13

11

日本データカード
（株）

セミナーC会場

18

マネーツリー（株）

K33

13

（株）経営メダリスト

K07

10

（有）竹橋経営コンサルティング

（株）ココペリ

K21

12

（株）ディー・ディー・エス

K35

13

日本マイクロソフト
（株）

セミナーE会場

18

マリッジパートナーズ（株）

S13

17

日本ユニシス（株）

K56

14

（株）ジェイエスキューブ

K02

10

K19

11

日本リスク・データ・バンク（株）

K11

11

事業承継推進機構（株）

K29

12

（株）テイルウィンドシステム

K34

13

（株）ネオジャパン

K15

11

S11

16

データ・フォアビジョン（株）

K11

11

ネットムーブ（株）

K32

13

K12

11

テクノブレイブ（株）

K03

10

パナソニック システムソリューションズ ジャパン（株） S08

15

ディサークル（株）

ワ

（株）
しんきん情報サービス

ヤ ラ

サ

K36

13

マ

13

9月6日（金）
午前：トレンドマイクロ
午後：日本マイクロソフト

（株）ビービーシー

タ

K31

K45

ハ

18

シナジーマーケティング（株）

（株）登記簿図書館

ハ

10

テクマトリックス（株）

出展社名

9月5日（木）
午前：マネーツリー
午後：アバナード

出展内容頁

11

ナ

K01

（株）システムディ

出展内容頁

K18

タ

（株）秀光

京セラドキュメントソリューションズジャパン（株）

コマ番号

ジャパンメディアシステム（株）

出展社名

E 会場

コマ番号

サ

出展内容頁

エントラストジャパン（株）

出展社名

17：00〜18：30

参加費無料・お申し込み不要

G …GOLD Sponsor

コマ番号

エンカレッジ・テクノロジ（株）

会場案内図／出展社一覧

S16

BlackBerry Japan（株）

FIT大阪
特別セミナー

FIT大阪
セミナー

出展内容頁

会場案内

Ａ Ｚ

会場案内図／出展社一覧

（株）4COLORS

コマ番号

EX 会場

FIT大阪
セミナー

〈AｰZ順・50音順〉

Sansan（株）

4

体験コーナー

B2F

出展社名

Webを活用したデジタル取引と、
その運用に向けた最新の仕組みを体験！

C 会場

F会場へは、総合受付からエスカレーターでB１Fに
上がって、タワーCのエレベーターをご利用下さい。

出展社一覧

協力：楽天銀行

FIT大阪
セミナー
ＪＲ大阪駅→

会場案内

F 会場

地域金融機関のための
「デジタル体験ツアー」

タワー B

8F

FIT大阪
セミナー

〈金融機関来場者限定〉

※カクテルコーナーとハイカウンターは、9月5日
（木）17：00〜18：30の間のみご用意いたします。

（株）浜名湖国際頭脳センター

K46

13

K29

12

（株）ユニテックス

K06

10

（株）ラネクシー

S12

16

リンカーズ（株）

K16

11

ローレルバンクマシン（株）

K49

14

K17

11

（株）ワコム

5

セミナー・体験コーナー紹介

9月

5日

ONLY

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
A 会場

Time
10:00

FIT大阪セミナー 〈定員 各50名〉

A-01

B 会場

10:00~10:50

グループウェアで業務改善はここまで進
む！〜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

B-01

10:20~11:10

12:00

11:30~12:20

ONLY

12:20~13:10

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 エムティーアイ

B-03

営業部
営業部長 神木紀往
主任 岩見雄太

12:40~13:30

ONLY

「金融機関の営業改革」について

東洋 〜トヨタ生産方式による営業部門の生

産性向上方法〜

D 会場

D-11

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

10:00~10:40

Sansan事業部営業部 後藤直之

BlackBerry Japan

C-02

11:10~12:00

E-11

体験コーナー

10:00~11:00

ONLY

西日本
Sansan ディレクター 直原知弘

E-12

金融機関
講師調整中

11:30~12:30

ONLY

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
最高営業責任者
宮上大造

12:20~13:10

Sansan

大手銀行の脆弱性管理 セキュリティー
人材不足を解決する処方箋とは？

スマホを使って簡単にできる「口座

り組みをご覧いただきます。

14:00

13:30~14:20

ONLY

ついてご紹介します。

まずは
設！
口座開

Tenable Network Security Japan

【きらぼし銀行登壇！】
より強固な本人確認の事例紹介

B-04

きらぼし銀行
ローンプラザ 担当部長 小林弘尚

13:50~14:40

A-05

14:40~15:30

ONLY

顧客収益分析が導く個客推進シナリオと
閲覧検知型DMを活用したリターゲティ
ング施策
仙台銀行 個人営業部
個人営業企画課 課長代理 柳町俊悟

16:00

RPAやテレワークで最大効果を発揮！
〜業務効率化を着実に進める弊社技術
の特徴〜

AIと人間の新結合による〝新法人推進戦 取締役 事業推進部長 日置喜晴
クローバー・ネットワーク・コム 略〟〜顧客利便性を追求する店舗改革〜
エンカレッジ・テクノロジ
日本リスク・データ・バンク
代表取締役副社長 稲葉大明

15:00

ONLY

13:30~14:20

A-06

15:50~16:40

B-05

15:00~15:50

次世代 BANK 構想

ForeVision

代表取締役CEO 近藤繁

ココペリ

事務集中部門におけるImageValueを中
核とした事務処理業務の効率化について

B-06

16:10~17:00

ONLY

仮想化事業推進室
西日本技術部 丸山俊弘

C-06

15:50~16:40

17:00

富士ゼロックスシステムサービス

アシスト

ONLY

250を超える公的団体が採用！
USBメモリの管理負荷を激減させる安
全で簡単なファイル授受方法とは

ソリューションビジネス本部 地銀BPRアドバイザー
【沖縄銀行様事例】DROPS「ドロップス」 常務取締役 坂田英彦
（元 四国銀行 事務センター長）
岡林保考
プリマジェスト による書類電子化ソリューションのご紹介
沖縄銀行 事務部事務企画管理グループ
上席調査役 仲里篤

D-21

プロット

13:30~14:00

E-21

13:30~17:00

本人確認・本人認証におけるKYCプラット デジタル時代をどう生きる？
フォームの取り組み
大日本印刷 〜金融機関のあり方を考える〜
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
グループリーダー 木村雅則

D-22

14:40~15:30

営 業 店 端 末 からもセキュアなネット
ONLY 接 続を可 能に！業 務 革 新を加 速する
「EricomShield」

イセトー 「金融サービス革命で地域を幸せに」

ONLY

C-05

11:00

EX-12 11:10~11:30 ONLY
体験コーナー 2

EX-13 11:50~12:10 ONLY
体験コーナー 3

12:00

EX-14 12:30~12:50 ONLY
体験コーナー 4

セキュリティエンジニア
阿部淳平

C-04

体験コーナー 1

に導入するための最新の「仕組み」

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

10:00

開設」のフロー、家計簿アプリ
「マネ
ーサポート」を通じた資産管理の取
そして後半は、
デジタル取引を手軽

マネーツリー

Time

EX-11 10:30~10:50 ONLY

ネット専業銀行の楽天銀行の協力
ジタル取引をご紹介します。

フィンテックの展開と
金融機関の歴史と展望（仮）

シニアテクニカルセールスコンサルタント

地域金融機関のための
「デジタル体験ツアー」

のもと、
スマホやパソコンを使ったデ

11:10~12:30

EX 会場

〈金融機関来場者限定〉

協力：楽天銀行

マネーツリー

D-12

ユーザ認証の潮流と便利な未来
〜金融機関での活用例

C-03

E 会場

金融業界におけるデジタライゼイションを支 いよいよ本格化するオンライン融資の
援するSansanビジネスプラットフォーム
事例と金融データ活用法をご紹介

モバイル事業者から見た金融機関の課題 CISSP/CISA/CISM CSAジャパン個人会員 JNS
ネットムーブ 〜これからの時代を生き抜くヒントと落 佐藤公理
エントラストジャパン
とし穴〜

地域金融店舗の未来像

A-04

6

C 会場

10:00~10:50

体験コーナー〈定員 10名〉

FIT大阪特別セミナー 〈定員 各100名〉

EX-22 13:50~14:10 ONLY

1.ご挨拶
営業本部 金融サービス部 ディレクター 徳和雄

14:30~15:00

体験コーナー 6

D-23

15:30~16:30

キャッシュレス決済の最新動向と
DNPの取り組み

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
山野憲輔

大日本印刷

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

EX-23 14:30~14:50 ONLY
体験コーナー 7

15:00

EX-24 15:10~15:30 ONLY
体験コーナー 8

EX-25 15:50~16:10 ONLY
体験コーナー 9

？
利用って
クラウド tc
e

アバナード

14:00

資産運用！

Salesforceで実現する融資業務のデジタ 3.セッション
ル化による顧客接点改革
大日本印刷 ①ロボ展開のスピードアップを実現した開発内
セールスフォース・ドットコム
デジタルマーケティング事業本部
エンタープライズ営業統括部 第二営業部
部長 岩渕史武

EX-21 13:10~13:30 ONLY
体験コーナー 5

ONLY

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

13:00

9月５日︵木︶

9月５日︵木︶

A-03

B-02

大澤事務所

セミナーの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。受講可能セミナーをお尋ね下さい。

※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8月19日現在のものです。
最新情報は、会場内のセミナーボードでご
確認下さい。
※敬称略

セミナー紹介

セミナー紹介

11:10~12:00

ソリューション事業部
部長 三股泰彦

ONLY

登記情報・図面取得 データ化をフル活用
ネオジャパン 事務作業を削減し営業戦略のサポートをし
ます

【事例紹介】地域金融機関が注目する
FinTechアプリの脆弱性とその対策

13:00

C-01

代表取締役 大澤忠史

11:00

A-02

セキュリティセミナー

総合受付や各セミナー会場のセミナーボードに、満席表示のあるセミナーは、事前登録
で満席のため、当日受講は、お断りさせていただきます。
セミナーボードに、満席表示がなく、当日、席に余裕がある場合は、セミナー会場で当日
受講の受付をいたします。お名刺をご用意下さい。

16:00

EX-26 16:30~16:50 ONLY
体験コーナー 10

17:00

7

セミナー・体験コーナー紹介

9月

6日

ONLY

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
A 会場

Time
10:00

FIT大阪セミナー 〈定員 各50名〉

A-07

10:00~10:50

B 会場

C-07

ONLY

Customer360 基盤構築における
顧客名寄せの最適化

B-07

10:20~11:10

ONLY

総合受付や各セミナー会場のセミナーボードに、満席表示のあるセミナーは、事前登録
で満席のため、当日受講は、お断りさせていただきます。
セミナーボードに、満席表示がなく、当日、席に余裕がある場合は、セミナー会場で当日
受講の受付をいたします。お名刺をご用意下さい。
セミナーの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。受講可能セミナーをお尋ね下さい。

C 会場

D 会場

E 会場

E-31

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〜

11:10~12:00

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
12:00

愛媛銀行 お客様サービス部 企画グループ
副調査役 水口裕也
シナジーマーケティング

13:00

常陽銀行 経営企画部 業務革新室
参事役 金丸愼

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

キヤノンマーケティングジャパン

B-09

12:40~13:30

ONLY

「海外送金業務」事務負担軽減の具体策：送

ONLY

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

B-10

13:50~14:40

ONLY

14:40~15:30

デジタルネイティブが考える
未来の金融サービス

ONLY

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

B-11

15:00~15:50

ONLY

京都銀行
融資審査部 融資戦略室
室長 萩尾良一

A-12

15:50~16:40

ONLY

【広島銀行様事例】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

B-12

16:10~17:00

ホームズ

ONLY

8

EX-32 11:10~11:30 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

F-08

前田智治

13:30~14:20

ONLY

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

C-11

14:40~15:30

ONLY

"活動につなげる分析"を実現
−DynaTrekを用いた全行情報活用シ
ステムの事例
取締役 佐伯慎也

C-12

ダイナトレック

15:50~16:40

発展する金融機関の
これからの店舗づくり

ONLY

東京営業ユニット ユニット長 的野泰浩

秀光

体験コーナー 12

11:30~12:20

金融業で採用される最新のセキュリティ
対策とは？
EX-33 11:50~12:10 ONLY
〜「ログ」
「監査」
「制御」で実現〜
体験コーナー 13
第2ソフトウェア事業部 清水勇佑
トレンドマイクロ

F-09

12:40~13:30

開発1部
ゼネラルマネージャ 邦本理夫

D-41

13:30~14:00

E-41

13:30~14:10

ONLY

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 Microsoftが語る金融機関様のデジタ
ThreatMetrix
ルトランスフォーメーション実践例
大日本印刷
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

D-42

ソリューション スペシャリスト 今野拓哉

ONLY

13:50~14:40

する取引先支援策を徹底公開！

14:30~15:00

E-42

プロダクトデベロップメント部
部長 田村光義

15:30~16:30

セキュアブレイン

日本マイクロソフト 【地域金融機関向け】超低コストで実現

14:30~16:00

ONLY

スマートフォンでのマイナンバーカードを MS・インフキュリオン共同開催：
活用した本人確認方法
大日本印刷 キャッシュレスから始まる
サイバートラスト 技術統括 PKI技術本部
金融機関の未来像とアプローチ

D-43

F-10

ONLY

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

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

F-11

15:00~15:50

12:00

ラネクシー

データ分析で不正を見抜く
〜最新の金融犯罪とその手口〜

キャピタル・アセット・プランニング

【北陸銀行】ビジネスマッチングで行員のマ 近畿ユニット ユニット長 鯵坂友章
富士ゼロックスシステムサービス 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
リンカーズ

体験コーナー 11

11:00

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

C-10

10:00

EX-31 10:30~10:50 ONLY

ONLY

12:20~13:10

【京都銀行様事例】営業店業務９０％削 金融コンサルティング部門

ローレルバンクマシン 減！ホームズAIを活用した働き方改革

17:00

登記簿図書館

【中国銀行】ペーパーレスによる本部・営 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
日本ユニシス 業店での業務生産性向上取組事例

取締役 栗原崇

16:00

C-09

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

銀行70行以上が導入 資産家開拓営
業や審査業務に登記情報を名寄せして
活用する方法

スカイコム 金受付から対外決済までを完全デジタル化

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

A-11

15:00

13:30~14:20

ONLY

信金業界における業務改革と営業機会拡大への 代表取締役社長 佐野秀光
取組み 〜融資業務の電子化とスキャナ活用〜 専務取締役 佐藤均

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

A-10

14:00

12:20~13:10

11:30~12:20

11:10~12:00

11:00~12:00

Time

ONLY

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
「金融機関の営業改革」について
丸山弘毅
〜トヨタ生産方式による営業部門の生
日本マイクロソフト
産性向上方法〜
エンタープライズ
代表取締役 高原祐介
コマーシャル事業本部
エクスプローラーコンサルティング
金融インダストリーマネージャー
笠原淳子
日本マイクロソフト

EX-34 12:30~12:50 ONLY
体験コーナー 14

13:00

EX-41 13:10~13:30 ONLY

9月６日︵金︶

9月６日︵金︶

A-09

B-08

C-08

ONLY

業種営業推進部
業種営業推進グループ
伊藤祐樹
今泉智

D-31

EX 会場

セミナー紹介

セミナー紹介

A-08

ジェイエスキューブ

10:00~12:30

F 会場（タワーC ８F）

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

アクサ生命保険 ITデリバリー本部 マーケティング
【対応人員７割削減！】 行政機関による 取締役社長 古尾谷未央
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 預貯金口座等の照会業務ソリューション
竹橋経営コンサルティング
金融ソリューション企画ＰＪ リーダー

11:00

FIT大阪セミナー〈定員 70名〉 体験コーナー〈定員 10名〉

FIT大阪特別セミナー 〈定員 各100名〉

10:00~10:50

※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8月19日現在のものです。
最新情報は、会場内のセミナーボードでご
確認下さい。
※敬称略

体験コーナー 15

EX-42 13:50~14:10 ONLY
体験コーナー 16

14:00

EX-43 14:30~14:50 ONLY
体験コーナー 17

15:00

EX-44 15:10~15:30 ONLY
体験コーナー 18

EX-45 15:50~16:10 ONLY
体験コーナー 19

16:00

EX-46 16:30~16:50 ONLY
体験コーナー 20

17:00
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（株）
しんきん情報サービス

営業店に持ち込まれる払込票のバーコードを利用して、窓口
収納業務の効率化と顧客サービスの向上を実現します。

【担当部署】決済関連事業部決済ビジネス推進部
【連 絡 先】〒108-0075東京都港区港南1-8-27日新ビル12階
【TEL】03-5462-3376 【問い合わせ】https://www.shinikin-sis.co.jp/inquiry/index/html
【URL】https://www.shinkin-sis.co.jp

（株）秀光

【担当部署】近畿ユニット
【連 絡 先】〒531-0072大阪府大阪市北区豊崎5-2-22メジャーライフ豊崎
【TEL】06-6292-6781
【URL】http://www.shukoh.co.jp

トッパン・フォームズ（株）

【担当部署】関西事業部
【連 絡 先】〒550-0005大阪府大阪市西区西本町2-3-10西本町インテスビル15F
【TEL】06-4390-0619
【URL】https://www.toppan-f.co.jp/

テクノブレイブ（株）

【担当部署】第１特命事業本部 金融システム事業部
【連 絡 先】〒101-0047東京都千代田区内神田１-２-８楠本第２ビル２階
【TEL】03-5577-3950 【E-mail】info@tbrave.com
【URL】https://www.tbrave.com/

10
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（株）
ビズアップ総研
Bizup Research Institute Inc.

新人研修からエキスパート育成まで、効率的で効果的な研修
体制を実現するWeb動画研修システム「金融機関e-JINZAI」
をご紹介します。講座数1,500超、日本最大級の金融機関向
けオンライン講座です。

【担当部署】営業部
【連 絡 先】〒105-7110東京都港区東新橋1-5-2汐留シティセンター10階
【TEL】03-3569-0968
【URL】https://www.bizup-ri.co.jp/

シナジーマーケティング（株）

S

Synergy Marketing, Inc.

【担当部署】事業本部 金融ビジネス推進室
【連 絡 先】〒530-0003大阪府大阪市北区堂島1-6-20堂島アバンザ21F
【TEL】06-4797-2500
【URL】https://www.synergy-marketing.co.jp/

大日本印刷（株）

Wacom Co., Ltd.

ワコムは手書き電子サインのデバイスとして注目が高まる液
晶ペンタブレットを展示します。筆圧検知機能が従来比8倍に
大幅に進化した最新機種DTK-1660Eが見どころ。自然な書
き心地をぜひご体験ください。

K18

ジャパンメディアシステム（株）
Japan Media Systems Corporation

ジャパンメディアシステムでは、自社開発のWeb会議システ
ム「LiveOn」を出展します。導入実績は6,500社を超え、金
融機関での導入実績も非常に豊富なシステムですので、是非
ブースにお立ち寄りください。

【担当部署】大阪支店
【連 絡 先】〒540-6131大阪府大阪市中央区城見2-1-61ツイン21MIDタワー31F
【TEL】06-6947-6800 【E-mail】liveon@jm-s.co.jp
【URL】https://www.liveon.ne.jp/

P

Dai Nippon Printing Co.,Ltd.

デジタルテクノロジーが進化し続ける中、金融機関にはより
安全で利便性の高いサービスが求められています。ＤＮＰ
は、高セキュリティの本人認証を起点として情報を結びつ
け、最適なマーケティングを実現いたします。

【担当部署】情報イノベーション事業部 事業企画本部 事業企画第１部 関西事業企画課
【連 絡 先】〒550-8508大阪府大阪市西区南堀江1丁目17-28 なんばS Sビル
【TEL】06-6110-3035 【E-mail】fujiwara-r@mail.dnp.co.jp
【URL】https://www.dnp.co.jp/

P …PLATINUM Sponsor

（株）ワコム

【担当部署】BSマーケティング
【連 絡 先】〒160-6131東京都新宿区西新宿8-17-1住友不動産新宿グランドタワー31F
【TEL】03-5337-6706 【E-mail】vm-info@wacom.co.jp
【URL】https://tablet.wacom.co.jp/business/

新規集客と行内データ活用の両面から金融機関のマーケティ
ングを支援します。クラウド顧客管理システム「Synergy!」
を活用することで顧客のステータス管理を実現し、業務フ
ローに寄り添った柔軟なシステム設計が可能です。

K13

Linkers Co., Ltd.

ビジネスマッチングを業務改善からサポートする「Linkers
for BANK」。その仕組みと実績、また今後の取り組みを公
開しています。（導入機関の実績：ビジネスマッチング手数
料収入4.5倍）

K17

The Risk Data Bank of Japan, Limited

K19

出展内容

文書管理・ワークフローソリューションの「Doxpro」と、モ
バイルウォレットのご紹介をいたします。どちらもスリラン
カの銀行や政府機関で導入実績があり、高い評価を受けてい
ます。是非、実際に触って体験してみてください。

不動産担保評価や資産調査等に付随する一連の業務をシステ
ム化するだけでなく、取得した登記情報のデータをフル活用
し、アウトプットすることはもちろん、営業戦略への攻めの
業務をサポートします。

日本リスク・データ・バンク（株）

事業者向け銀行ポータルサイト【ＤｙｎａＭＩＣ−ＳＭＡＲ
Ｔ】。融資業務の大半を非対面化、相互コミュニケーション化す
ることで、金融機関様における中小企業取引の収益改善に大き
く貢献いたします。

K12

リンカーズ（株）

【担当部署】OI推進本部 Linkers for Bankチーム
【連 絡 先】〒103-0023東京都中央区日本橋本町2-2-2日本橋本町YSビル
【TEL】03-6262-3019 【E-mail】mio.kaneko@linkers.net
【URL】https://www.linkers-net.co.jp/

【担当部署】デジタルイノベーション本部
【連 絡 先】〒105-0011東京都港区芝公園1丁目8番21号芝公園リッジビル9階
【TEL】03-5425-2186 【E-mail】fit̲info@forev.co.jp
【URL】https://www.riskdatabank.co.jp/

出展内容

TechnoBrave Co., Ltd.

OSAWA OFFICE CO.,LTD

【担当部署】経営企画部
【連 絡 先】〒602-0862京都府京都市上京区河原町通丸太町上る出水町252番地 大澤事務所ビル
【TEL】075-212-6901
【URL】http://osawajimusyo.net/registration

出展内容

出展内容

K03

大澤事務所（株）

働き方改革の即戦力となるツールとして、「グループウェ
ア」、「ビジネスチャット」、紙やExcelの非効率な業務を
システム化する「業務アプリ作成ツール」など、金融業界で
も多数の導入実績を持つ様々な製品をご紹介します。

K16

Data Fore Vision, Ltd.

出展内容

【BPM×AI-OCR×RPA ソリューション】
BPM ツールを管理基盤として、業務内の各作業で AI-OCR や
RPA ツールと連動した業務全体の自動化、効率化のソリュー
ションをご提案いたします。

K08

データ・フォアビジョン（株）

事業者向け銀行ポータルサイト【ＤｙｎａＭＩＣ−ＳＭＡＲＴ】。
融資業務の大半を非対面化、相互コミュニケーション化するこ
とで、金融機関様における中小企業取引の収益改善に大きく貢
献いたします。

K11

NEOJAPAN Inc.

【担当部署】マーケティング統括部
【連 絡 先】〒220-8110神奈川県横浜市西区みなとならい2-2-1横浜ランドマークタワー10階
【TEL】045-640-5920 【E-mail】seminar@desknets.com
【URL】https://www.desknets.com/

【担当部署】日本リスク・データ・バンク株式会社 デジタルイノベーション本部
【連 絡 先】〒105-0011東京都港区芝公園1丁目8番21号芝公園リッジビル9階
【TEL】03-5425-2186 【E-mail】fit̲info@forev.co.jp
【URL】https://www.dfv.co.jp/

出展内容

TOPPAN FORMS CO., LTD.

「経営メダリスト」はローカルベンチマークの視点で企業を
評価し、経営支援に有用な情報を提供する税理士・会計事務
所向けシステムです。金融機関とのコラボも検討中。
9/6（金）F会場13：50からセミナー有。

【担当部署】企画開発部
【連 絡 先】〒105-0003東京都港区西新橋１丁目２２-１４メゾンアンリツ虎ノ門302
【TEL】03-6206-1877 【E-mail】info@managementmedalist.com
【URL】https://managementmedalist.com

出展内容

出展内容

K02

KEIEI MEDALIST Co.Ltd.

（株）ネオジャパン

Ｋブロック

Ｋブロック

【担当部署】ソリューション事業部第一営業本部 第二営業部 関西営業G 戸室
【連 絡 先】〒550-0005大阪府大阪市西区西本町2-3-10西本町インテスビル14F
【TEL】06-4393-8112 【E-mail】m-tomuro@j-scube.com
【URL】https://www.j-scube.com/

（株）経営メダリスト

K15

ForeVision, Ltd.

出展内容

バックオフィスでの業務効率化を中心に、デジタル化時代に
対応する各種サービスとプロダクトを体感いただきます。今
回は、「行政照会業務」を効率化するドキュメントソリュー
ションを中心に展示します。

K07

ForeVision（株）

【担当部署】日本リスク・データ・バンク株式会社 デジタルイノベーション本部
【連 絡 先】〒105-0011東京都港区芝公園1丁目8番21号芝公園リッジビル9階
【TEL】03-5425-2186 【E-mail】fit̲info@forev.co.jp
【URL】https://www.forev.co.jp/

出展内容

J-SCube inc.

データ授受・変換における DVDRW/RAM の自動業務紐付（ボ
リューム名、バーコード等）やチェック（ボリューム名、ファイ
ル 名、委 託 者 コ ー ド、書 戻 し 媒 体 等）、暗 号 復 号 化、そ の 他
CMT・LTO・伝送を安全確実に行う製品をご紹介。

Fuji Xerox System Service Co.,Ltd

既存複合機を利用した、Ｄｒｏｐｓ「書類電子化ワークフロー
ＳＯＬ」による業務効率化目論見書関連業務の事務効率化、コ
ンプライアンス対応を実現する「目論見書管理発行システム」
導入事例をご紹介いたします。

【担当部署】事業管理部 事業推進室
【連 絡 先】〒174-8525東京都板橋区坂下１-１９-１FXSSビル
【TEL】03-5994-2648
【URL】https://www.fxss.co.jp/

事業者向け銀行ポータルサイト【ＤｙｎａＭＩＣ−ＳＭＡＲＴ】。
融資業務の大半を非対面化、相互コミュニケーション化するこ
とで、金融機関様における中小企業取引の収益改善に大きく貢
献いたします。

K11

富士ゼロックスシステムサービス（株）

出展社紹介

（株）ジェイエスキューブ

UNITEX Corporation

【担当部署】システムソリューション営業部第一ソフトウェア開発部
【連 絡 先】〒252-0305神奈川県相模原市南区豊町15-3ユニテックス第2ビル
【TEL】050-3386-1242 【E-mail】sales@unitex.co.jp
【URL】http://www.unitex.co.jp/

出展内容

出展内容

出展社紹介

K02

（株）ユニテックス

K14

出展内容

70年以上にわたり培ってきた金融店舗づくりのノウハウで、
レイアウト、設計・監理、外観も含めたトータルデザインを
ご提案いたします。これからも発展いていく金融機関の店舗
づくりを私たちにご相談ください。

K06

日本ユニシスと共同で開発、金融機関営業店での外国送金受
付時間を大幅に短縮する「タブレット外国送金受付サービス
SurFIN」と、海外送金業務を効率化する「国際資金決済ソ
リューションGPFI」。

K11

出展内容

Shukoh Co.,Ltd

当社では課題解決のためのトータルドキュメントソリュー
ションを提供致します。金融機関において、働き方改革が推
進される中、「業務の自動化」を中心に、「セキュリティ」
「コスト削減」をご提案致します。

【担当部署】営業本部 首都圏営業部 ＭＡ営業部 ＭＡ第５営業課
【連 絡 先】〒105-0001東京都港区虎ノ門3-17-1 TOKYU REIT虎ノ門ビル7Ｆ
【TEL】03-4232-2104 【E-mail】naohiro.tsuneyoshi@dj.kyocera.com
【URL】https://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp/

出展内容

出展内容

K01

KYOCERA Document Solutions Japan Inc.

Western Union Business Solutions Japan KK.

出展内容

出 入 口

京セラドキュメントソリューションズジャパン（株）

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（株）

【担当部署】マーケティング部
【連 絡 先】〒105-0001東京都港区虎ノ門５-１-５メトロシティ神谷町４F
【TEL】03-6430-3907 【E-mail】shintaro.homma@wu.com
【URL】https://business.westernunion.com/ja-jp/

出展内容

出展内容

K05

K10

出展内容

SHINKIN INFORMARION SERVICE LTD.

出展内容

〈Kブロック〉

K04

出展内容

出展社紹介

ディサークル（株）

S

D-CIRCLE inc.

金融機関の業務生産性向上を支援するPOWER EGG。これま
でのFITセミナーにて講演頂いた金融機関様の生産性向上取組
事例や導入効果、製品デモを中心にご紹介いたします。

【担当部署】パートナービジネス営業部 営業支援グループ
【連 絡 先】〒101-0051東京都千代田区神田神保町2-36-1千代田ファーストウイング 2F
【TEL】03-3514-6060 【E-mail】ry.hayashi@mitani.co.jp
【URL】https://poweregg.d-circle.com

G …GOLD Sponsor

S …SILVER Sponsor

11

（株）イセトー

S

【担当部署】営業企画部営業企画グループ
【連 絡 先】〒103-0011東京都中央区日本橋大伝馬町12-12
【TEL】03-5644-1855 【E-mail】suishin@iseto.co.jp
【URL】https://www.iseto.co.jp/

（株）ココペリ

S

キヤノンマーケティングジャパン（株） S

G …GOLD Sponsor

S …SILVER Sponsor

（有）竹橋経営コンサルティング
Takebashi Management Consulting Co.,Ltd

弊社の「ICAROS-V」は、決算データ等から資金繰り予想を
自動で作成し、融資時期と金額を予測します。資金繰りから
取引先の経営課題発掘が可能となり、経営者を改善行動に導
くソリューションを提供します。

P …PLATINUM Sponsor

TOPPAN PRINTING CO., LTD.

印刷テクノロジーで培ってきた経験、コミュニケーションに
関する知見、先端技術を組み合わせ、ひととひとを技術と信
頼でつなぎます。「デジタルトランスフォーメーション」
「業務効率化」のテーマでデモを交えながらご紹介します。

富士通（株）
FUJITSU LIMITED

富士通では長年お客様に寄り添い得た豊富なノウハウをもと
に金融業務のデジタル革新を加速させます。従来の金融サー
ビスの枠にとらわれない新たなソリューションをご体感くだ
さい。

K45

Tail Wind System

【担当部署】営業部
【連 絡 先】〒101-0054東京都千代田区神田錦町2-5第一大隆ビル3Ｆ
【TEL】03-6407-8799 【E-mail】info@ai-shikin.com
【URL】https://ai-shikin.com/

凸版印刷（株）

テクマトリックス（株）

Ｋブロック

【担当部署】営業企画部
【連 絡 先】〒980-6117宮城県仙台市青葉区中央１-３-１アエル17階
【TEL】022-266-1788 【E-mail】asano@mpartners.jp
【URL】https://www.mpartners.jp/

（株）テイルウィンドシステム

TechMatrix Corporation

CVA算出やLIBOR代替指標による評価等に対応可能な金融商
品評価ツール「F3」及び「FINCAD」、仕組債の約定管理や
顧客への通知書発行の自動化が可能な「Apreccia4」をご紹
介します。

【担当部署】ビジネスソリューション営業部 金融システム営業課
【連 絡 先】〒108-8588東京都港区三田3-11-24国際興業三田第2ビル
【TEL】03-4405-7846 【E-mail】finance-sales@techmatrix.co.jp
【URL】http://www.techmatrix.co.jp

K46

出展内容

事業承継対策のための「結婚相手紹介サービス」を提供して
おり、金融機関取引先の独身の経営者（個人事業主）もしく
はその後継者に全国約１１万人のデータベースから、理想の
お相手を探していきます。

G

Primagest

【担当部署】金融ビジネス本部イノベーション戦略部
【連 絡 先】〒105-7123東京都港区東新橋1-5-2汐留シティセンター29階
【TEL】03-6252-2710 【E-mail】fj-bank-promo@dl.jp.fujitsu.com
【URL】https://www.fujitsu.com/jp/solutions/industry/financial/

経費支払業務を本格改善！営業店事務の削減と、領収書・請
求書を電子化して経費支払いのペーパーレス化を実現！徹底
的なペーパーレス化の為に「タイムスタンプ」を活用した経
費支払管理システムをご紹介します。

K35

K38

出展内容

MARRIAGE PARTNERS

（株）プリマジェスト

金融業界『働き方改革』推進に向けた最新BPR／BPO、マネ
ロン対策に向けたソリューションのご紹介。高速スキャナ、
BPM等に加え、AIやRPA等最新テクノロジーを活用した省力
化について展示します。

K44

Moneytree KK

【担当部署】経営企画部
【連 絡 先】〒190-0012東京都立川市曙町2-8-18東京建物ファール立川ビル4F
【TEL】042-548-1511 【E-mail】m-fujita@tailwind.co.jp
【URL】https://e-rims.com/

出展内容

【担当部署】フィナンシャルサービス部
【連 絡 先】〒160-0023東京都新宿区西新宿８-１７-１住友不動産新宿グランドタワー
【TEL】03-5337-4297
【URL】https://www.tis.co.jp/

マリッジパートナーズ（株）

マネーツリー（株）

マネーツリーは、国内2,700社以上の金融データを集約する
金融API「MT LINK」を提供しています。「Data Centric
Banking」をテーマに、優れた顧客体験を描く金融データの
活用法をご紹介します。

K34

K37

出展内容

【担当部署】本部
【連 絡 先】〒980-6117宮城県仙台市青葉区中央１-３-１アエル17階
【TEL】022-217-7840
【URL】https://aoba-east.jp/

出展内容

出展内容

融資サービスの申込・与信・審査・債権・回収をサポート！
与信管理ソリューション ＳＣＯＲＥ ＬＩＮＫ
クラウド型レンディングプラットフォーム Ｆ−ｌｅｎｄ
クラウド型企業分析サービス Ｆｉｎｐｌｕｓ

AOBA

弊社では、長期的な会社の展望やオーナー経営者の想いを大
切にしながら、各分野の専門家（税務・会計・法務・労務な
ど）からのアドバイスを取り入れて事業承継を成功に導くた
めのサポートをご提供しております。

K29

TIS Inc.

事業承継推進機構（株）

【担当部署】金融第3営業部
【連 絡 先】〒163-1306東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー6F
【TEL】03-5909-5772 【E-mail】s-namioka@bbcinc.co.jp
【URL】https://www.bbcinc.co.jp/products/madoguti

【担当部署】西日本事業本部 関西事業部 関西ビジネスイノベーションセンター ビジネスイノベーション部 販促・共創推進チーム
【連 絡 先】〒530-0005大阪府大阪市北区中之島2-3-18中之島フェスティバルタワー
【TEL】06-6454-6081
【URL】https://www.toppan.co.jp/

【担当部署】プロダクトマーケティング
【連 絡 先】〒106-0031東京都港区西麻布3-13-3カスタリア広尾2階
【TEL】03-4588-0621 【E-mail】mtlink@moneytree.jp
【URL】https://moneytree.jp/

出展内容

TIS（株）

出展内容

出展内容

17階

S

NetMove

金融機関に延べ１００社以上の導入実績を持つソリューショ
ン『SaAT』よりスマホアプリの脆弱性調査【アプリ診断】及
び認証サービス【ポケパス】、キャッシュレス決済サービス
【ポケレジ】をご紹介いたします。

K33

Basic Business Computers Inc.

『相続窓口受付システム』は、増加する相続手続きの事務負
荷軽減のための総合支援システムです。受付時ヒアリングか
ら戸籍不備チェック、相関図自動作成、必要書類管理、案件
進捗管理までサポートします。

出展社紹介

S

Hurex

弊社は、創業以来、地域の中小企業に寄り添い、全国の地域
金融機関と連携して、中小企業の後継者候補や幹部人材、即
戦力や第二新卒などの正社員採用を一緒に支援することで、
数多くの成功事例を作り上げてきました。

K29

JFE Systems, Inc.

ネットムーブ（株）

（株）
ビービーシー

【担当部署】ソリューションビジネス本部
【連 絡 先】〒212-0013神奈川県川崎市幸区堀川町580番地ソリッドスクエア東館 12F
【TEL】06-4977-6860 【E-mail】fit-osaka@primagest.co.jp
【URL】https://www.primagest.co.jp/

【担当部署】ソリューション事業部営業企画グループ
【連 絡 先】〒102-0085東京都千代田区六番町6勝永六番町ビル3F
【TEL】03-6256-9645 【E-mail】sugai@netmove.co.jp
【URL】https://www.netmove.co.jp/

【担当部署】関西支社
【連 絡 先】〒532-0011大阪府大阪市淀川区西中島五丁目5-15新大阪セントラルタワー南館10階
【TEL】06-6195-1920 【E-mail】hiroshi.hamada@hurex.co.jp
【URL】https://www.hurex.jp/

ＪＦＥシステムズ（株）

P …PLATINUM Sponsor

ヒューレックス（株）

日本で唯一、登記情報が名前で検索出来る「登記簿図書館」
のご案内・この人、この会社 何処に不動産を所有している
かが判る・この人、どこの会社の役員になっているかが判る
初期費用、月額固定費用無料。

K32

出展内容

Ｋブロック

【担当部署】営業本部 営業二部
【連 絡 先】〒102-0074東京都千代田区九段南4-8-21山脇ビル９F
【TEL】03-5212-8686 【E-mail】kogure@clovernetwork.co.jp
【URL】https://www.clovernetwork.co.jp/

【ペーパーレス化から実現する働き方改革】契約事務や紙文書
が多い職場で働き方改革を進めるには、まず電子化推進が必
要です。そのはじめの一歩を進める当社システムについて、
製品デモや事例を交えてご紹介します。

12

G

SKYCOM Corporation

─手書きの良さを残してそのまま電子化・自動化─
金融60機関への導入実績をもつ『SkyPDF ペーパーレス／電
子サイン ソリューション』を、事例とともにデモ実演・体験
を交えてご紹介します。

K29

S

toukibotosyokan

K36

出展内容

S

Clover Network Com Co., Ltd.

出展内容

出展内容

出展社紹介

（株）クローバー・ネットワーク・コム

（株）登記簿図書館

【担当部署】登記情報部
【連 絡 先】〒144-0052東京都大田区蒲田4-22-2情報通信ネットワーク本社ビル
【TEL】0120-490-894
【URL】http://www.jouhou.co.jp/

【担当部署】営業本部営業推進部
【連 絡 先】〒101-0023東京都千代田区神田松永町19秋葉原ビルディング10階
【TEL】03-5289-0788
【URL】https://www.skycom.jp/

非対面申込が拡大する中でオンラインで完結する本人確認の
支援をするソリューションや不正申込等を未然に発見する各
種サービス、本人確認書類の再提出を削減し事務の効率化を
実現するサービスをご紹介いたします。

K25

（株）スカイコム

DX時代における データドリブン経営 を実現するデータ利
活用ノウハウを一挙公開！「整える」「繋ぐ」「活かす」
「学ぶ」の4つのテーマで、金融機関様のデータマネジメント
の高度化を支援するソリューションをご紹介します。

K31

TheatMetrix

出展内容

【担当部署】金融SS統括部
【連 絡 先】〒108-8011東京都港区港南2-16-6キヤノンSタワー15F
【TEL】03-6719-9428
【URL】https://cweb.canon.jp/business/finance/

【担当部署】プロダクト事業部
【連 絡 先】〒105-0023東京都港区芝浦一丁目２番３号シーバンスS館
【TEL】03-5418-2377
【URL】https://www.jfe-systems.com/

ThreatMetrix（同）

オンライン取引における詐欺目的の口座開設やカード申請、
アカウント乗っ取り、不正送金や詐欺決済のリスクをリアル
タイムに判定することで、不正防止対策の安全性と優良客の
フリクションレスの利便性を両立します。

K28

出展内容

出展内容

Canon Marketing Japan Inc.

S

AGREX INC.

【担当部署】デジタルトランスフォーメーション事業本部CRMソリューション事業部 ソリューション営業第1部
【連 絡 先】〒206-0034東京都多摩市鶴牧3-5-1Biz TRUXIA
【TEL】042-371-5965 【E-mail】system̲contact@m.agrex.co.jp
【URL】https://www.agrex.co.jp/

【担当部署】マーケティング
【連 絡 先】〒100-0004東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビル4F FINOLAB内
【TEL】03-4577-6568 【E-mail】sales@threatmetrix.com
【URL】https://www.threatmetrix.com/ja/

さまざまな業務書類等のペーパーレスを容易なオペレーショ
ンで実現するシステムをはじめ、長年培ったOCR技術を活用
しあらゆるアナログデータのデジタル化・効率化を実現する
金融機関向けソリューションをご紹介いたします。

K24

K27

（株）アグレックス

出展内容

【担当部署】金融ソリューション事業部
【連 絡 先】〒102-0084東京都千代田区二番町8-3二番町大沼ビル4階
【TEL】03-6261-4093
【URL】https://www.kokopelli-inc.com/

K23

Enterprise Serialna は、iPad で 受 付 業 務 が で き る 窓 口
ソリューションです。ブースでは実機を用いたキャッシュカー
ド読取や接客ログの取得、LINE 配信等のデモをご覧いただけ
ます。

K30

出展内容

KOKOPELLI Inc

金融機関向け顧客支援プラットフォーム「Big Advance」を
始め、「AIによる融資審査モデル」「次世代型営業支援シス
テム」を展示します。デモなどもご覧頂けますので、ぜひ
ブースまでお越しください！

K22

Nittetsu Hitachi Systems Engineering, Inc.

【担当部署】産業流通ソリューション事業本部ソリューション営業部
【連 絡 先】〒104-6591東京都中央区明石町8-1聖路加タワー26F
【TEL】080-4192-7257 【E-mail】susukita.takumi@nhs.co.jp
【URL】http://www.nhs.co.jp/

出展内容

出展内容

K21

日鉄日立システムエンジニアリング（株）

出展内容

デジタルマーケティングにおける新たな顧客接点をお考えで
はないですか？ ICTを活用し、リアルとデジタルを組み合わ
せた金融機関向けサービスをご紹介します。

K26

出展内容

ISETO Corporation

出展内容

出展内容

K20

（株）浜名湖国際頭脳センター
Hamanako Institute Corporation

地図を使った営業支援・顧客管理Web-GISシステム
「FAST」を展示いたします。現在、全国で７つの信用金庫で
採用され、その活用事例などをご紹介いたします。

【担当部署】IT事業部 営業課
【連 絡 先】〒432-8003静岡県浜松市中区和地山3-1-7浜松イノベーションキューブ2F
【TEL】053-416-4002 【E-mail】salesgis@hamanako.co.jp
【URL】http://www.hamanako.jp/fast/index.html

G …GOLD Sponsor

S …SILVER Sponsor
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エクスプローラーコンサルティング（株）

「トヨタ生産方式」を応用し、「金融機関における渉外部門
の前年実績比１２５％超」を実現する企業です。属人的でム
ラムリムダのある渉外活動を改善し、「製造業」と同様に
「渉外部門の生産性向上」を実現します。

【連 絡 先】〒105-0022東京都港区海岸1-2-3汐留芝離宮ビルディング21階
【TEL】03-5403-6449
【URL】https://www.exp-consulting.jp

出展社紹介

（株）東洋
TOYO.co.ltd

金融店舗を創り続けて50年。株式会社東洋は、金融店舗に特
化した建築基本設計から企画・レイアウト・デザイン・設
計・施工まで一貫してサポートする店舗づくりの専門家で
す。今回もさらなる次世代店舗をご提案いたします。

〈Sブロック〉

【担当部署】企画設計グループ
【連 絡 先】〒550-0015大阪府大阪市西区南堀江2-3-16
【TEL】06-6535-5691 【E-mail】kikaku@toyo-corp.jp
【URL】http://www.toyo-corp.jp/index.html

（株）オートマティゴ

出 入 口

【担当部署】ソリューションビジネス部
【連 絡 先】〒135-0016東京都江東区東陽2-4-38 東陽町Ｈ.Ｃ.Ｓビル
【TEL】03-5690-9430 【E-mail】amg-sales@hcs-hd.co.jp
【URL】https://www.automatigo.co.jp/

人口減少、高齢化、地域企業減少や異業種の金融業参入など
様々な要因で金融店舗に変化が求められており、店舗再構築
の流れの中で電子記帳台をはじめ「軽量化店舗」を実現する
ソリューションを出展いたします。

【担当部署】業務企画推進部業務企画推進2課
【連 絡 先】〒105-8414東京都港区虎ノ門1-1-2
【TEL】03-3502-3311
【URL】https://www.lbm.co.jp/

intercom,Inc.

非対面チャネル強化の決定版！金融業界で選ばれる画面共有
ソリューション「RemoteOperator Enterprise」を、デモ
を交えてご紹介いたします。

【担当部署】営業本部 CSグループ
【連 絡 先】〒110-8654東京都台東区台東1-3-5反町ビル
【TEL】03-3839-6307
【URL】https://www.intercom.co.jp/remoteoperator/enterprise/

（株）エフアンドエム

９０の地域金融機関と業務提携し、中小企業向けの情報提供を
行っています。採用・労務管理・設備投資・助成金・補助金等
の情報提供を行うことで、地域金融機関と一緒に中小企業へソ
リューションを提供しています。

【担当部署】営業推進本部
【連 絡 先】〒564-0063大阪府吹田市江坂町1-23-38 F&Mビル
【TEL】06-6339-9402
【URL】http://fmltd.co.jp

（株）セキュアブレイン
SecureBrain Corporation

本ブースでは、セキュアブレインの技術者による攻撃観測や
分析の知見に基づいた不正予兆検知サービスと、SaaS型
Webサイト自動脆弱性診断サービス「GRED Webセキュリテ
ィ診断 Cloud」をご紹介します。

【担当部署】事業推進本部
【連 絡 先】〒102-0094東京都千代田区紀尾井町3-12紀尾井町ビル7階
【TEL】03-3234-3001 【E-mail】sales@securebrain.co.jp
【URL】https://www.securebrain.co.jp/

G …GOLD Sponsor

S …SILVER Sponsor

S08

パナソニック システムソリューションズ ジャパン（株）
Panasonic System Solutions Japan Co., Ltd.

パナソニックは「製造業のノウハウ」と「差別化技術」を活
用した「現場プロセスイノベーション」で変化し続けるお客
様の事業の成長と拡大を支え「現場」へのお役立ちを通じ、
より良い社会と暮らしの実現に貢献します。

【担当部署】法人営業本部 金融システム営業部 事業推進室
【連 絡 先】〒104-0061東京都中央区銀座8-21-1汐留浜離宮ビル
【TEL】050-3686-0819
【URL】https://sol.panasonic.biz/

S09

（株）エムティーアイ
MTI Ltd.

モバイル事業者から見た金融機関の課題(セミナー)、今できる
既存システム再活用新デバイス対応(モバイルコンバート)、そ
の先にあるアプリ製作やAI活用、急速な変化への対応の流れ
をUX視点でご紹介致します。

【担当部署】ソリューション事業部
【連 絡 先】〒163-1435東京都新宿区西新宿3-20-2東京オペラシティタワー52F
【TEL】03-5333-6405
【URL】https://www.mti.co.jp/

S10

出展内容

出展内容

出展内容

S04

F&M co.,ltd

P …PLATINUM Sponsor

（株）インターコム

DynaTrek, Inc.

仮想データ統合検索ツールDynaTrekは預貸金や預かり資
産、渉外活動の状況などの情報を即座に統合、計数・活動情
報のトレンドを可視化します。経営分析の高度化、営業活動
の効率化に役立てることが可能です。

【担当部署】経営企画部
【連 絡 先】〒100-0011東京都千代田区内幸町1-1-1帝国ホテルタワー
【TEL】03-3539-1561 【E-mail】sales@dynatrek.co.jp
【URL】http://www.dynatrek.co.jp

出展内容

出展内容

出展内容

S03

G

Nihon Unisys, Ltd.

【担当部署】ビジネスイノベーション推進部 戦略企画センター 一室
【連 絡 先】〒135-8560東京都江東区豊洲1-1-1
【TEL】050-3132-7094 【E-mail】fit-box@ml.unisys.co.jp
【URL】https://www.unisys.co.jp/
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当社は国内外の様々な分野の現金処理をサポートする会社で
す。今回は自動外貨両替機及び外貨両替機の運用トータル
サービス、また多通貨紙幣鑑別機を展示いたします。

【担当部署】営業本部 アジア営業部 営業1グループ
【連 絡 先】〒103-0004東京都中央区東日本橋2-23-2JCM東日本橋ビル
【TEL】03-5962-3732
【URL】http://www.jcm-hq.co.jp

日本ユニシスブースでは、「次世代営業支援サービス」「タ
ブレット外国送金受付サービス」「効率的に設備を点検する
ためのIoTサービス」という、地域金融機関様をご支援する
３つのサービスをご紹介いたします。

K57

Japan Cash Machine Co., Ltd.

（株）ダイナトレック

Ｓブロック

Ｋブロック

【担当部署】システムソリューション事業本部マーケティング担当
【連 絡 先】〒108-0075東京都港区港南1丁目2番70号品川シーズンテラス 27F
【TEL】03-6433-9150
【URL】https://www.cap-net.co.jp

日本金銭機械（株）

金融業をはじめ世界43ヵ国、9,600社（2019年3月末現
在）のお客様に安全と安心をご提供しているファイル転送ミ
ドルウェア「HULFT」の最新情報と、お客様課題解決事例を
ご紹介します。

S07

出展内容

S02

Capital Asset Planning,Inc.

日本ユニシス（株）

金融業界で多数の利用実績を持つエプソンスキャナーをご紹
介いたします。文書電子化による働き方改革促進のお手伝い
から、あらゆる課題解決のお役に立てます。ぜひ弊社ブース
にお立ち寄り下さい。

SAISON INFORMATION SYSTEMS CO.,LTD.

出展社紹介

（株）キャピタル・アセット・プランニング

キャピタル・アセット・プランニングの出展ブースでは、金
融機関さまとお客さまの顧客接点にイノベーションをもたら
す個人資産管理ソリューションを展示します。

K56

Epson Sales Japan Corporation

【担当部署】BPMD部
【連 絡 先】〒160-8801東京都新宿区新宿4丁目1番6号 JR新宿ミライナタワー 29階
【TEL】03-5919-5434
【URL】https://www.epson.jp/products/scanner/

出展内容

出展内容

出展社紹介

K55

エプソン販売（株）

（株）セゾン情報システムズ

【担当部署】HULFT事業部 マーケティング部
【連 絡 先】〒107-0052東京都港区赤坂1-8-1赤坂インターシティAIR19F
【TEL】0120-80-8620
【URL】https://www.hulft.com/

出展内容

出展内容

出展内容

S01

LAUREL BANK MACHINES CO., LTD.

ATM Japan, Ltd

・預貯金照会デジタルソリューションDAIS・コンビニのマル
チコピー機を活用した銀行諸届受付・越境ECによる対中販路
拡大・QRコード決済による中国人観光客誘致・スマホIP無線
によるBCP運用強化

S06

aŭtomatigo Inc.

ローレルバンクマシン（株）

日本ATM（株）

【担当部署】公共ビジネス本部ビジネスイノベーション本部
【連 絡 先】〒105-0013東京都港区浜松町1-30-5浜松町スクエア8F
【TEL】03-5405-1262 【E-mail】info@atmj.co.jp
【URL】https://www.atmj-g.com/

住所クレンジングの自動コード化システム「ＫＡＣＥＴシステ
ム」及び、ローコード開発プラットフォーム「OutSystems」
を出展致します。

K49

S05

出展内容

出展内容

K48

K58

出展内容

Explorer Consulting Co.,Ltd.

出展内容

出展内容

K47

（株）クオリティア
QUALITIA CO., LTD.

▼標的型攻撃対策／メールの無害化「Active! zone」
▼二要素認証実装メールサーバーソリューション
「DEEPMail」
▼メール／添付経由の情報漏えい対策「Active! gate」など

【担当部署】営業本部
【連 絡 先】〒103-0025東京都中央区日本橋茅場町3-11-10 PMO日本橋茅場町 5F
【TEL】03-5623-2532
【URL】https://www.qualitia.co.jp/
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（株）システムディ

【出展製品（予定）】
・総合文書管理システム（NEW） 一般文書／専門文書管理
の両方の要件を満たす新しいタイプの文書管理システム
・規程・マニュアル管理システム・契約書作成・管理システム

【担当部署】ソフトエンジニアリング事業部
【連 絡 先】〒604-8172京都府京都市中京区烏丸通三条上る場之町603
【TEL】075-256-7566 【E-mail】engineer@systemd.co.jp
【URL】https://www.systemd.co.jp/solution/solution-4/lineup/

（株）ラネクシー

金融企業に効果的な情報漏洩対策や働き方改革に向けた業務
効率化と生産性向上の改善アプローチをエンドポイントから
強力サポート！また、コンプライアンスの見える化を実現す
るIT監査ソリューションを展示します。

【担当部署】第2ソフトウェア事業部
【連 絡 先】〒101-0003東京都千代田区一ツ橋2-5-5岩波書店一ツ橋ビル11F
【TEL】03-6261-4711 【E-mail】sales@runexy.co.jp
【URL】https://www.runexy.co.jp/

金融業界を中心に累計 22,000 席以上の豊富な実績を有する
コ ー ル セ ン タ ー 向 け ソ リ ュ ー シ ョ ン「ForeSight Voice
Mining」を展示致します。NTT が誇る音声認識技術・感情分析
技術を是非ご体験ください。

K54

〈セキュリティゾーン〉

S18

（株）ジンテック

顧客接点強化に有効なSMS一括配信サービスPush!SMS、マ
ネロン対策強化にもご利用頂けるIPアドレス鑑定団、データ
通信専用端末による不正も防止できる与信用電話番号DBの活
用事例をご紹介します。

出 入 口

【担当部署】ソリューション営業本部
【連 絡 先】〒102-0084東京都千代田区二番町11-7住友不動産二番町ビル3階
【TEL】03-5276-3301 【E-mail】customer@jintec.com
【URL】https://www.jintec.com/

パワーポイントのファイルをアップロードするだけ。誰でも
最短5分で動画が完成！社内研修用eラーニングコンテンツや
業務マニュアル、営業支援ツールなど、幅広いシーンでご活
用いただけます。

エンカレッジ・テクノロジ（株）

S

Encourage Technologies Co.,Ltd.

【160 以上の金融機関でご採用済】システムリスク対策、コスト
削減を実現する業務の自動化 (RPA) など、働き方改革の取り
組みとしても注目を集める国産ソフトウェアを展示！関連資
料や事例も多数ご用意。

【連 絡 先】〒221-0834神奈川県横浜市神奈川区台町14-15栄ビル4階
【TEL】045-548-4594
【URL】https://www.pip-maker.com/

【担当部署】事業推進部
【連 絡 先】〒103-0007東京都中央区日本橋浜町3-3-2トルナーレ日本橋浜町7階
【TEL】03-5623-2622
【URL】https://www.et-x.jp/

Infoblox（株）

業界初のハイブリッドDNSセキュリティソリューション
BloxOne Threat Defenseによりサイバーセキュリティの基
盤強化と最適化を実現。セキュリティ担当者の効率性を高
め、脅威対策にかかる全体的なコストを削減。

K52

出展内容

サイト会員登録を行うと、金融総合専門紙
「ニッキン」の一部の記事や専門家による
コラムを読むことができます。

【担当部署】営業部
【連 絡 先】〒107-0052東京都港区赤坂1-11-30赤坂1丁目センタービル 14階
【TEL】03-5575-1511 【E-mail】japansales@blackberry.com
【URL】https://www.blackberry.com/ja/jp

iMicroData Japan（同）
iMicroData Japan

現物（書類・鍵など）持ち出し返却が、自動的に管理できる
キャビネット、Complexシリーズ及び、89個の鍵管理システ
ムの展示。

【担当部署】東京
【連 絡 先】〒103-0011東京都中央区日本橋大伝馬町13-7大富ビル2F
【TEL】03-6869-8353
【URL】http://www.imicro.co.jp/

（株）ソリトンシステムズ
Soliton Systems K.K.

次世代認証基盤ソリューションをご紹介
〜情報資産のアクセス権限をRPA化 と パスワードレス認証〜
その他：無線LAN認証、EDR＋内部不正対策、サイバーセ
キュリティ総合支援サービスなど

セキュリティゾーン

【担当部署】セールスグループ
【連 絡 先】〒107-0062東京都港区南青山2-26-37VORT外苑前 I 3階
【TEL】03-5772-7211 【E-mail】SalesJapan@infoblox.com
【URL】https://www.infoblox.co.jp

BlackBerry Japan

モバイルのハードウェアメーカーからソフトウェアメーカー
に転身した新生BlackBerryが「いかにデータを守り、利便
性をあげるか？」をテーマにモバイルとファイル共有のセ
キュリティ製品を展示します。

S15

Infoblox K.K.

BlackBerry Japan（株）

出展社紹介

Ｓブロック

サイト会員
募集中！
！

DDS, Inc.

今こそ見直したい「情報漏えい・なりすまし防止」対策。会
員サービス向けにFIDO認証基盤「マガタマプラットフォー
ム」、企業内セキュリティ対策には多要素認証基盤「EVEシ
リーズ、Themis」をご紹介。

S14

出展内容

出展内容

出展社紹介

K51

（株）ディー・ディー・エス

【担当部署】営業本部
【連 絡 先】〒103-0028東京都中央区八重洲1-8-5新槇町ビル別館 第二2F
【TEL】03-3272-7900 【E-mail】salesinfo@dds.co.jp
【URL】https://www.dds.co.jp/ja/

出展内容

K50

4COLORS CO., LTD.

Tenable Network Security Japan

大手金融機関様複数事例あり。金融庁から対応が求められる
継続的脆弱性管理。セキュリティー人材不足を解決し、継続
的脆弱性対策の実施をどのようにすればよいのか。ブースに
てデモを交えながらご説明します。

S13

JINTEC CORPORATION

（株）4COLORS

Tenable Network Security Japan（株）

【担当部署】マーケティング
【連 絡 先】〒100-0005東京都千代田区丸の内1-6-5We Work 10F
【TEL】03-4588-3051 【E-mail】jp-sales@tenable.com
【URL】https://jp.tenable.com/

出展内容

出展内容

S16

NTT TechnoCross Corporation

出展内容

RUNEXY CORPORATION

出展社紹介

NTTテクノクロス（株）

【担当部署】ForeSightVoiceMining事業部
【連 絡 先】〒220-0012神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-5横浜アイマークプレイス8F
【TEL】045-212-7517 【E-mail】foresight-voice-mining@cs.ntt-tx.co.jp
【URL】https://www.ntt-tx.co.jp/products/foresight̲vm/

出展内容

出展内容

S12

S17

出展内容

SystemD Co., Ltd.

出展内容

出展内容

S11

【担当部署】アカウントセールス１部
【連 絡 先】〒160-0022東京都新宿区新宿2-4-3
【TEL】03-5360-3809 【E-mail】netsales@soliton.co.jp
【URL】https://www.soliton.co.jp/

出展内容

セミナー・
イベント情報

K53

（株）プロット
Plott Corporation

金融機関をはじめ200以上の導入実績を持つ純国産のセキュ
リティ強靭化対策ソリューションをご紹介します。標的型攻
撃に対するリスクや業務運用負荷の低減にお役立てくださ
い。

【担当部署】営業部
【連 絡 先】〒530-0001大阪府大阪市北区梅田3-3-20 明治安田生命大阪梅田ビル23F
【TEL】06-6341-8360 【E-mail】sales@plott.co.jp
【URL】https://www.plott.co.jp/
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P …PLATINUM Sponsor

G …GOLD Sponsor

S …SILVER Sponsor
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出展社紹介

出展社紹介

〈FIT大阪セミナー〉
〈セキュリティセミナー〉

beyond
digital

〈FIT大阪特別セミナー〉

C

会場

~ 顧客とつながるサービス創造 ~

B

会場

出 入 口

出 入 口

E

日 時

会場

同時開催

D

A

会場

会場

会 場

最新情報はオフィシャルサイトへ ➡

HOMES CO.,LTD.

『働き方改革』をどう実現するかでお困りの方必見。ＡＩに
よる登記情報の自動解析、ＤＢ化技術に特化したソリュー
ションにより、営業店業務90％削減を実現した導入事例をご
紹介します。

【担当部署】金融ソリューション営業部
【連 絡 先】〒113-0021東京都文京区本駒込6-25-6イトービル駒込7F
【TEL】03-5319-2831 【E-mail】info@homes-sys.co.jp
【URL】https://www.homes-sys.co.jp/

日本データカード（株）
Datacard Japan Ltd.

初日11:10よりC会場にて「ユーザ認証の潮流と便利な未来〜
金融機関での活用例」と題し講演します。強固なユーザ認証
は、時にユーザの利便性を犠牲にします。金融機関が直面す
る認証技術・基盤の課題、活用例を中心にご紹介します。

エントラストジャパン（株）

初日11:10よりC会場にて「ユーザ認証の潮流と便利な未来〜
金融機関での活用例」と題し講演します。強固なユーザ認証
は、時にユーザの利便性を犠牲にします。金融機関が直面す
る認証技術・基盤の課題、活用例を中心にご紹介します。

【連 絡 先】〒141-0032東京都品川区大崎1-6-3 日精ビル9階
【TEL】03-6738-6710
【URL】https://japan.entrust.com

K.K.ASHISUTO

製品名：EricomShield（Ericom Software Ltd./国内総代
理店 株式会社アシスト）営業店端末からのセキュアなネット
接続を可能にする「EricomShield」の特徴と魅力をご紹介し
ます。

【担当部署】仮想化事業推進室
【連 絡 先】〒530-0011大阪府大阪市北区大深町4-20グランフロント大阪 タワーA 13F
【TEL】06-6373-7113 【E-mail】sk̲info@ashisuto.co.jp
【URL】https://www.ashisuto.co.jp
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業界動向と実際の課題を踏まえながら、サイバー攻撃に着目
したリスク評価、弊社製品を活用した外部情報の活用ならび
にクラウドセキュリティの対応を中心に、サイバーセキュリ
ティ対策の高度化について説明します。

【担当部署】業種営業推進部金融営業推進グループ
【連 絡 先】〒151-0053東京都渋谷区代々木２-１-１新宿マインズタワー
【TEL】03-5334-3601
【URL】https://www.trendmicro.com/ja̲jp/business.html

6日・午後 日本マイクロソフト
（株）
E会場 Microsoft Corporation
出展内容

出展内容

C-05 （株）アシスト

6日・午前 トレンドマイクロ
（株）
E会場 TrendMicro Inc.

9/6のE-41（13：30〜14：30）セミナーでは、実際のデジ
タルトランスフォーメーションの実例を多種多様にご紹介し
ていきます。9月に出荷開始されるSurface Hub2Sもご紹介
します。

【担当部署】Surfaceビジネス本部
【連 絡 先】〒108-0075東京都港区港南2-16-3品川グランドセントラルタワー
【URL】https://news.microsoft.com/ja-jp

東京国際フォーラム（東京・有楽町）

ホールE・ホールB5・ホールB7・ガラス棟
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名 古 屋に

出展社募集中！

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

次回 第3回

2020年

2020.

3/12 ・13

10：00〜18：30（最終日は18：00まで）

会 場

Entrust Japan Co.,Ltd

リーディングデジタルイノベーターであるアバナードは、国
内外における金融業のお客様がスムーズにデジタルトランス
フォーメーションを実行するサポートをしています。今回は
RPAを中心にご紹介します。

10：00〜18：00（両日とも）

初開催

【担当部署】マーケティング
【連 絡 先】〒106-6009東京都港区六本木1-6-1泉ガーデンタワー 9F
【TEL】03-6234-0150 【E-mail】tokyo@avanade.com
【URL】https://www.avanade.com/ja-jp

出展内容

出展内容

C-02

5日・午後 アバナード
（株）
E会場 Avanade Japan K.K.

10/24 ・25

皆様のご来場をお待ちしております。入場無料

日 時

セミナー

【担当部署】マーケティング
【連 絡 先】〒141-0032東京都品川区大崎1-6-3 日精ビル9階
【TEL】03-6744-9900
【URL】https://www.datacard.co.jp/

Sansanは、これまでにない名刺管理サービスです。名刺だけ
でなく、あらゆる「顧客データ」を連携することで、いまま
で気づかなかったビジネスチャンスにも最適なアプローチが
できるようになります。

【担当部署】セールスディベロップメント部
【連 絡 先】〒150-0001東京都渋谷区神宮前青山オーバルビル13F
【TEL】03-6419-3033
【URL】https://jp.sansan.com/

出展内容

出展内容

出展社紹介

C-02

5日・午前 Sansan（株）
D会場 Sansan, Inc.
出展内容

出展内容

B-11

（株）ホームズ

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

2019.

ミッドランドホール

ミッドランドスクエア内（名古屋駅地下直結）

は

！
待
期
乞うご

9月3日㊍・4日㊎

に開催します。

