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ごあいさつ
拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素は格別
のご高配を賜り、御礼申し上げます。
Fintechおよびデジタル化の進展とともに、金融機関が顧客ニーズに応える
金融サービスの開発・提供にあたっては、自社以外の事業者や他の金融機関
と連携・協働していくオープンイノベーションが不可欠となっていますが、
どのようなサービスが存在するのかを網羅的に把握し、またそうした事業者
等と効率的に接点を持つことが難しいという課題に直面しています。
他方で、多くの金融機関と協働・連携することを模索している事業者（金融
機関含む）がビジネス展開を進める上で、金融機関に対して自社サービスに
ついて詳細に説明する機会を持つことが難しいという課題に直面しています。
本セミナーでは、Fintech協会および電子決済等代行事業者協会の後援のも
と、金融機関のオープンイノベーションを促進する事業者・金融機関の方に
自社サービスについてご講演いただくとともに、金融機関との連携・協働を
促すネットワーキングの機会を提供いたします。
ご多忙の折とは存じますが、何卒ご参加くださいますようよろしくお願い申し
上げます。

敬具

フィンテック・イノベーションセミナー
～金融機関のオープンイノベーションを促進する
2019/6/19[水] 14:00-18:20
主催：KPMG／あずさ監査法人、後援：Fintech協会、電子決済等代行事業者協会

開催概要（プログラム等、詳細は裏面をご覧ください）

開催日時 2019年6月19日（水）14:00～18:20（13:30受付開始）

会場

あずさ監査法人 東京事務所（大手町）20階セミナールーム
千代田区大手町1-9-7  大手町フィナンシャルシティサウスタワー
※1階よりエレベーターをご利用ください。
[地図] http://www.kpmg.com/jp/map-otemachi-s
JR「東京駅」丸の内北口より徒歩7分／地下鉄「大手町駅」A1出口直結またはE1・A4出口よりアクセス可能

対象者
金融機関の経営企画／営業推進／事務企画ご担当の方
※上記対象に関係する方の代理でのご参加も承ります。
※同業他社様などのお申込みはご遠慮いただいております。

定員 170名（S1会場120名・S3会場50名）
※1社3名様迄でお願い致します。定員に達し次第、締め切りとさせていただきますのであらかじめご了承ください。

受講料 無料

申込方法
下記ウェブサイトよりお申し込みください。
www.kpmg.com/jp/190619-fs
※申込手続きにはまず、会員登録（無料）が必要です。詳しくは別紙をご覧ください。

お問合せ先
有限責任あずさ監査法人 ファイナンシャルサービス本部
担当：吉岡
TEL：03-3548-5107    e-mail：financialservices@jp.kpmg.com
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S1会場（120名） S3会場（50名） S2会場

14:00-14:15

ご挨拶

主催者：あずさ監査法人
金融事業部金融アドバイザリー部部長内聖美

後援者：Fintech協会
代表理事会長丸山弘毅

後援者：電子決済等代行事業者協会
代表理事瀧俊雄

S1会場より同時中継

ネットワーキング

（S1会場より

同時中継）

14:15-14:55
講演1：（調整中）

金融庁
総合政策局総合政策課課長補佐本田幸一氏

14:55-15:10
講演2：オープンイノベーションに係る規制動向

KPMGジャパン
フィンテック推進支援室副室長保木健次

15:10-15:20 休憩（10分）

15:20-16:00

テーマ：最新の決済サービス

インフキュリオン
代表取締役社長丸山弘毅氏

マネーフォワード
取締役兼 Fintech研究所長瀧俊雄氏

テーマ：オープンAPI

三菱UFJ銀行
デジタル企画部調査役柳澤隆氏

弥生
マーケティング部ビジネス戦略チーム
担当マネジャー岡部毅氏

16:00-16:20
休憩およびネットワーキング（20分）

※S2会場にネットワーキングスペースを設けております。登壇者および参加者間で情報交換等にご活用ください。

16:20-17:00

テーマ：オープンAPI

iBankマーケティング
代表取締役社長永吉健一氏

Authlete
事業開発岸田圭輔氏

テーマ：情報銀行

三菱UFJ信託銀行
経営企画部 FinTech推進室調査役補齊藤達哉氏

DataSign
代表取締役社長太田祐一氏

17:00-17:10 休憩（10分）

17:10-17:50

テーマ：デジタル通貨・電子地域通貨

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部長柿原慎一郎氏

フィノバレー
代表取締役社長 CEO 川田修平氏

テーマ：e-KYC

TRUSTDOCK 
代表取締役千葉孝浩氏

Liquid 
最高営業責任者保科秀之氏

17:50-18:20
ネットワーキング

※S2会場にネットワーキングスペースを設けております。登壇者および参加者間で情報交換等にご活用ください。

※会場および登壇順は変更される場合があります。最新の情報はお申込サイト（www.kpmg.com/jp/190619-fs）にてご確認ください。
※内容および講師は変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

プログラム

※お一人様による同時間帯の複数セッションのお申込みはいただけません。
※自然災害等が発生した場合には、開催を延期または中止にする場合がございます。
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会場レイアウト

 S2会場にネットワーキングスペースを設けております。
 セミナー開催中（14:00-18:20）、登壇者および参加者間で情報交換等にご活用いただけます。
 ネットワーキングスペースでは、登壇者または関係者が登壇企業各社のブースで待機しております。

※S2会場のレイアウトは変更になる場合があります。



セミナーへのお申込みにあたっては、皆様の個人情報をより安全にお預かりするため、
参加を希望されるおひとりにつき、個別にログインIDとパスワードを設定いただいております。

会員登録について（初回のみ／登録無料）

会員登録および申込等について

ご登録時のFAQ

Q

A

Q

A

複数名で参加を申込みたい
参加者ごとに個別のログインIDを設定（会員登録）をお願いいたし
ます（※1つのIDで複数名のお申込はできません）。
同一のPCから複数名申込む場合は、おひとりのお申込ごとにログアウト
し、その後あらためてログインしてお手続きください。

登録済みの情報を変更したい
1. 上記マイページログイン画面URLにアクセスし、ログインIDとパス
ワードを入力してログインしてください。

2.「登録個人情報の確認・変更」を選択し、変更する情報項目
を編集し、「変更」ボタンをクリックしてください。

内容を変更、または
一部キャンセル（複数コース申込みの場合）したい
マイページにログインして当該セミナーの「お申込み内容の
変更／一部をキャンセル」をクリックしてください。

申込んだセミナーをキャンセルしたい
※複数コースをお申込みの場合、すべてのコースがキャンセルされます

マイページにログインして当該セミナーの「お申込み内容を全
てキャンセル」ボタンをクリックしてください。

Q

A

Q

A

以下の手順に沿ってお申込みください。

PC上でWebブラウザを立ち上げ、画面上辺のアドレスバーに、セミナー概要ページURL www.kpmg.com/jp/190619-fs を直接入力し、
Enterキーを押してください（検索バーとお間違いのないようにご注意ください）。

セミナー概要ページが表示されます。画面下方の ボタンをクリックしてください。

申込について

上記②で表示されたログイン画面上で を選択し、
STEP1～5に沿ってログインIDとパスワードを設定してください。

会員未登録の方（ログインIDとパスワードを設定されていない方）

再度上記①②の手順に沿って、セミナー概要ページの ボタンをクリックし、
③で設定したログインIDとパスワードを使ってログインのうえ、
セミナー申込手続きを行ってください（STEP 6）。

※設定したログインIDとパスワードはお手元にお控えください。
※本登録は確認メール到着後、24時間以内に行ってください。
※確認メールは、PC環境により迷惑メールボックス等に届く場合がございます。

1

2

3

4

会員登録済みの方

以前設定したログインIDとパスワードで
ログインし、お申込手続きを進めてください。

ログインID（またはパスワード）を忘れた方は
次の手順で再設定をお願いいたします。
1. マイページログイン画面

https://azsa.smktg.jp/public/mypage/で
を選択

2. 再設定画面で登録済みeメール
アドレスを入力し、 ボタンをクリック

3.「ログインIDと再設定用URL」が記載された
メールに沿って再設定

申込

新規会員登録はこちら

申込

パスワードをお忘れの方はこちら

送信

STEP 6

セミナー
申込手続きへ

STEP 5

本登録完了
STEP 4

本登録URLを
クリック

STEP 3

仮登録完了
STEP 2

登録内容確認
STEP 1

会員情報
入力

申込方法に関するお問合せ先
KPMGセミナー事務局（株式会社ウィズアス内）
TEL：03-6822-9229（土･日･祝日を除く平日10:00～18:00）
e-mail：kpmg-seminar@withus-inc.co.jp

www.kpmg.com/jp/azsa
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セミナーに参加される方
それぞれの会員登録が必要です

開催日の1週間前頃に、受講票発行のご案内メールがご登録のeメールアドレスに届きます。
受講票の内容をご確認のうえ、プリントアウトし、当日、受付へお持ちください。
※メールが届かない場合は、下記の問合せ先までご連絡ください。
※発行のご案内以降、受講票はマイページ https://azsa.smktg.jp/public/mypage/ からも取得可能です。

受講票について

受講票をプリントアウトして
当日お持ちください

ご提供いただく個人情報は、後記の各団体等の個人情報保護方針等の記載の範囲で利用することとし、あずさ監査法人とその関
連グループにおいては、①有益な情報の提供（サービスのご案内、メールニュースの配信、ニューズレターの配送、セミナー・
イベントのご案内や参加のご確認など）、②お問合せに関する回答、等に利用させていただくことがございます。個人情報の取
扱いにつきましては、各団体等HP（あずさ監査法人：http://www.kpmg.com/jp/privacy、一般社団法人Fintech協会：
https://www.fintechjapan.org/wp-content/themes/fintechjapan/assets/img/common/menu/pdf/privacypolicy_20180829.pdf、一般
社団法人電子決済等代行事業者協会：https://fapiddk.sakura.ne.jp/wp-content/uploads/2018/11/personal-information-protection-
rules.pdf）をご覧ください。なお、本件に関するお問合せはseminar＠jp.kpmg.com までお願いいたします。また、本件の利用
に際し、個人情報をあずさ監査法人が業務を委託している者（以下「受託者」といいます）に対して開示する場合がございます。
この場合あずさ監査法人は、受託者との間において秘密保持契約を締結いたします。
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