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サピアタワー5F

JR東京駅
日本橋口直結

・ 新幹線日本橋口改札徒歩1分、八重洲北口改札徒歩2分
・ 東京メトロ東西線大手町駅B7出口直結
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー5F 東京駅

八重洲北口

東京メトロ大手町駅 B7出口

ステーション
コンファレンス東京
(サピアタワー5F)

新幹線日本橋口

会
場

展示会場

シルバーセミナー会場
503D会場
（定員：39名）

シルバーセミナー会場
503C会場
（定員：39名）

プラチナセミナー会場
501B会場
（定員：133名）

キーノート（基調講演）
501B会場
（定員：133名）

ゴールドセミナー会場
503AB会場
（定員：75名）

総合受付

セミナーコンシェルジュ

新型コロナウイルス
感染予防対策について

　DBX事務局では、新型コロナウイルス感染症について、WHO（世界保健機関）や
厚生労働省の方針に沿って対策を実施します。事務局と会場関係者は、出展社と
来場者･事務局スタッフの安全を考慮し、以下の感染症予防対策を講じながらイベ
ントを開催します。

マスク着用に
ご協力下さい

アルコール消毒液を
館内設置しています

定期的な消毒を
行っています

検温に
ご協力下さい

スタッフはマスク着用
出勤前の検温を
実施します

間隔をあけて
お座り下さい

今後の状況変化に伴う対策については、決定、確認のうえ速やかにご案内いたします。

カテゴリー・アイコン解説

出展社一覧 出展内容が一目で分かるカテゴリー・アイコン付きです。聴きたいセミナー、見たいブース選びの参考にして下さい。  〈A-Z順・50音順に掲載〉

※本冊子中の情報は2022年12月19日現在のものです。※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。

Digital Platform
デジタルバンキングの基盤となるソリューション
コアバンキング・システム,SaaS,PaaS,APIs,ALM　etc．

DP

White Label Banking
バンキング事業への進出を支援するソリューション
BaaS,Accounting & Back Office Support　etc．

W

Concierge Apps
金融取引を支援するソリューション
PFM,目的預金,P2P/A2A ペイメンツ,P2P ローン,インシュアテック,経費清算,会計処理,POSファイナンス,インボイスファイナンス　etc．

CA

Digital Wallet
法人・個人取引や電子マネーを保障するソリューション
電子マネー,普通預金,貯蓄預金,法人口座　etc．

DW

Digital Human
対人ソリューション
CRM,AIチャットボット,ロボアドバイザー,デジタルマーケティング,コールセンター,コンタクトセンター　etc．
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スポンサーシップ（A-Z順、50音順）

NTTデータ

P プラチナスポンサー

G ゴールドスポンサー

BIPROGY　　BlackBerry Japan　　MILIZE　　nCino

シナジーマーケティング　　セイコーソリューションズ
S シルバースポンサー

オープンレガシー ジャパン セールスフォース・ジャパンカウリス

“未来の銀行の姿を明示する専門展示会”“未来の銀行の姿を明示する専門展示会”

ステーション
コンファレンス東京
JR東京駅日本橋口直結
サピアタワー5F

会
場3.2 THU2023.

木 3 FRI
金

［2日］9:30～18:00 ［3日］9:20～18:00

dbx.nikkin.co.jp
最新情報はオフィシャルサイトでご覧いただけます

本展示会は、   展示ブースはご来場   いただき、

セミナーは会場・オンライン   の受講方法を選べるハイブリッドイベントです。

　世界の金融デジタル化は目覚ましく、欧米やアジア各国で、フィンテック企
業や数多くのチャレンジャーバンクが立ち上がっています。また伝統的な金
融機関においても、時代の最先端を行くデジタル化が起きており、かつて
のビジネスモデルを迅速に変更する必要に迫られています。一方でわが
国の金融界も個々にDXに取り組んでおりますが、欧米やアジアから学ぶ
ことが数多くあります。
　こうした現状を踏まえ、弊社では2020年から、日本の金融界のＤＸをご
支援するために、デジタルバンキングそのものに特化した、DBX（デジタル
バンキング展）を開催致しております。前回は、5000人もの金融関係の方々
にご参加頂きました。この場をお借りして、改めてお礼申し上げます。
　今や、「ネット経済」の存在感が「実物経済」と肩を並べるほどに大きくな
り、コロナ禍を経て、より多くの非対面の金融サービスの充実化、各顧客向
けに特化した柔軟な対応などが求められています。金融は、従来の型にと
らわれない“新しい預金、新しい貸付、新しい為替への挑戦”の時代を迎
えたと言えるでしょう。
　この新時代の荒波を乗り切るべく、弊社は、第３回目となるデジタルバン
キング展 （DBX2023）を開催致します。今回も、毎回ご好評を頂いている
リアルとオンラインによるハイブリッド方式で行います。皆様のご参加を心よ
りお待ちしております。

（　　　　）主　　催

共　　催

後　　援 金融庁
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）
一般社団法人 Fintech協会

お問い合わせ　日本金融通信社（ニッキン）DBX事務局
TEL: 03-5860-7130　
E-mail: dbx@nikkin.co.jp

新しい預金、新しい貸付、
新しい為替への挑戦

ご来場者
2大特典

最新情報は公式SNSをチェック!最新情報は公式SNSをチェック! ぜひフォローをお願いいたします。ぜひフォローをお願いいたします。 @DBX 2023_ InfoTwit ter @DBX 2023Facebook

受付の際、名刺を2枚ご用意下さい。

入場無料 ❷ 2日間来場者プレゼント❶ 全員プレゼント
DBX特製ロゴ入り
コードインモバイルチャージャー

DBX特製
ロゴ入りマスク

金融機関の方限定



プラチナセミナー 501B会場 ゴールドセミナー 503AB会場 シルバーセミナー 503C会場 シルバーセミナー 503D会場

プラチナセミナー
501B会場

プラチナセミナー 501B会場 ゴールドセミナー 503AB会場 シルバーセミナー 503C会場 シルバーセミナー 503D会場

501B会場基調講演 501B会場基調講演

事前登録制
先着申込順受講無料3/2 木

事前登録制
先着申込順受講無料3/3 金

注意事項！

▶本セミナーは、感染症予防対策として事前登録制となってお
ります。
▶セミナー会場へは、総合受付で来場登録をしてからお越し下
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。
▶セミナー形式（リアル・オンライン）・内容・講師などは予告なく
変更する場合があります。
▶オンラインセミナー（Live視聴）をお申込みいただいた方には、
前日までにEmailでセミナー受講に関するご案内をいたします。
▶セミナーの席数は、感染症の拡大状況により、当初の定員数か
ら減少する可能性があります。予めご了承下さい。

会期までに注意事項が追加・変更にな
る場合がございます。
最新情報はオフィシャルサイトにてご
案内いたします。

1 Web申し込み 2 FAXの申し込み

dbx.nikkin.co.jp

会場受講の受付締切り：
2023年3月1日（水）12時まで

FAX受付締切り：
2023年2月27日（月）15時到着分まで

同封のFAX用紙に必要事項をご記入の上、FAX番号03-3263-7559
までご送付下さい。
※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。
※必ずメールアドレスを正確にご記入下さい。

セミナーのお申込方法 1月17日（火）より申し込み受付開始！

セミナータイムスケジュール

503AB-08 ONLY14:40-15:30
BaaSを活用した地域金融×地域DX
の新しいアプローチ

NTTデータ

インフキュリオン
代表取締役社長　丸山 弘毅
NTTデータ
金融戦略本部
金融事業推進部
部長　青柳 雄一

503C-05 ONLY11:20-12:00
デジタルバンクから業種の垣根を超
えたビジネスエコバンクの構築へ

BIPROGY

業務執行役員
小林 俊浩

503D-05 ONLY11:10-11:50
シングルプラットフォームで実現する
法個一体の融資体験～銀行DXの潮
流と最新事例～

nCino

アカウント　エグゼクティブ
渡辺 幸太郎

503C-01 ONLY11:20-12:00
【新宮信用金庫様ご登壇】庫内・お取
引企業さま共に成長！
～DX自走化支援事例紹介～

シナジーマーケティング

新宮信用金庫
常勤理事　和平 幸勝
業務部　主任　前山 和輝

503D-01 ONLY11:10-11:50
人生設計などのデジタルツールから
取得したAI・データ分析によるマー
ケティング強化

MILIZE

代表取締役社長
田中 徹

503C-06 12:20-13:00
EDRも導入したのに!～AIによるゼ
ロトラスト・リスク管理とは？

BlackBerry Japan

マーケティング部
フィールドマーケティング
ディレクター 山﨑 裕二 

503C-07 ONLY13:20-14:00
他行事例から見る次世代型オンライ
ン接客̶収益直結事例を徹底解説̶
（仮）

ZEALS

シニアアカウントプランナー
福井 惇

503C-08 ONLY14:20-15:00
導入初年度電子化率80%以上!融
資業務のDX化・非対面化の事例紹
介

セイコーソリューションズ

DXソリューション本部
DXソリューション企画統括部
理事／統括部長　中嶋 勝治

503D-06 ONLY12:10-12:50
メガ銀行や地方銀行はこう使う!安全
なデータのやり取りがもたらす未来

イントラリンクス

銀行・事業法人営業本部
本部長
江田 浩之

503D-08 ONLY14:10-14:50
次世代バンキングシステムが実現す
る業務パラダイムシフト～新時代の
銀行経営に向けて

フューチャーアーキテクト

取締役
金融サービス事業担当
乾 亮太

16:50-17:20501B-16

常陽銀行のDX戦略ロードマップと
現在の取り組み状況

常陽銀行

取締役常務執行役員
五來 雄二

9:20-9:50501B-13

MUFGのDXの取り組み

三菱UFJ銀行

デジタルサービス企画部
DX室
DX室長
岩田 廉平

16:00-16:30501B-15

デジタルバンクが描く
Banking as a Serviceの世界

みんなの銀行

取締役頭取
永吉 健一

9:30-9:50501B-09

銀行DXへの期待

金融庁

総合政策局
参事官
柳瀬 護

16:00-16:30501B-11

インスタントペイメントの世界
“ことらのある生活”

ことら

代表取締役
川越 洋

503AB-01 11:10-12:00
【島根銀行登壇】高速API開発でデジ
タルシフトを推進～QR決済からスマ
ホ支店まで
島根銀行
次世代バンキングシステム
構築プロジェクト推進室　室長　小川 隆浩
オープンレガシー ジャパン 日本代表
ゼネラルマネージャー　内田 雅彦
オープンレガシー ジャパン

このマークが付いているセミナーは、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、お申し込みできません。
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。

ONLY

会場受講の申し込みだけでは、オンライン視聴（Live配信または後日配信）はできません。会場受講とオンラ
イン視聴の両方を希望する場合、各々にお申し込み下さい。

基調講演・セミナーは会場受講に加え、オンライン視聴（Live+後日配信）できます。
お申し込み時に選択して下さい。※ブロンズセミナーはオンライン視聴のみとなります。

※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。
※講師の写真は講師情報の掲載が上の方が左側になります。※本冊子中の情報は2022年12月19日現在のものです。
※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。※敬称略

10:10～10:40501B-14

北國ＦＨＤが目指す
１０年後のデジタル社会～戦略の詳細～

北國フィナンシャルホールディングス

代表取締役社長
杖村 修司

501B-01 ONLY11:20-12:10
デジタル社会におけるバンキングシ
ステムの未来像～クラウドの進化を
踏まえて

NTTデータ

第二金融事業本部
執行役員
第二金融事業本部長
三谷 滋
（金融機関講師調整中）

501B-05 ONLY11:20-12:10
調整中

日本アイ・ビー・エム

503AB-05 ONLY11:10-12:00
大手地銀が採用！まだ間にあうマネ
ロン・不正送金のモニタリング体制
とは【期限は2024
年3月】

カウリス

代表取締役
島津 敦好

503AB-04 14:40-15:30
Salesforceと実現する地域金融機
関の金融DXと地域DX(仮)

講師調整中
セールスフォース・ジャパン

ONLY

当グループの
今後のデジタル戦略について

しずおかフィナンシャルグループ

執行役員
グループCIO（最高情報責任者）
鈴木 統也

10:10-10:40501B-10

16:50-17:20501B-12

地域のデジタル化に向けた
第二地方銀行協会の取組み

第二地方銀行協会

SARBLAB（サーブラボ）室
室長
榎本 清人

セミナー内容などの詳細、最新情報は
オフィシャルサイトでご確認下さい。 dbx.nikkin.co.jp

配信期間

ブロンズセミナー オンライン限定新設セミナー

2023年1月31日（火）～3月31日（金）2カ月間視聴可能!
今年から新設したオンライン限定のセミナーです。
会場会期前から視聴可能なので、いち早くデジタルバンキングの情報収集
が可能なセミナーです。ぜひご視聴下さい！！

ブロンズセミナー01
【三井住友銀行と登壇】金融機関と挑む！
法人領域での顧客エンゲージメントの進化

NEC

三井住友銀行　法人戦略部 営業支援グループ　川村 真緒
NEC　デジタルファイナンス統括部　髙橋 英里

ブロンズセミナー02
オープンAPIの先へ　～事業会社とバンキングシス
テムを統合する海外API活用例～

伊藤忠テクノソリューションズ

金融ビジネス企画部　エキスパートエンジニア
名古屋 清次

ONLY ブロンズセミナー03
【勘定系、基幹系の改修不要】10倍高速なメインフ
レームAPI開発ツールをご紹介

オープンレガシー ジャパン

日本代表ゼネラルマネージャー
内田 雅彦


