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FIN/SUM  WEEK 4つの柱

ご挨拶
日本経済新聞社、金融庁、Fintech協会が主催する
「FIN/SUM WEEK（フィンサム・ウィーク）2017」にお
越しいただき、誠にありがとうございます。
金融とIT（情報技術）を融合したフィンテックに焦点を当
てる、このグローバルイベントは、昨年の「フィンテック・
サミット」に続き2回目となります。今回は開催の期間や
場所を拡大し、急速に普及、進化しているフィンテックの
全貌を、技術やビジネスの最新動向などを含めて、余す
ところなく把握していただけるよう、一段と内容を充実さ
せております。
期間中は、丸ビル、新丸ビルをはじめ、丸の内、大手町
の7カ所で様々なプログラムが行われます。丸の内、大
手町、有楽町を走る巡回バスにFIN/SUM WEEKのラッ
ピングをしたり、最終日には一般参加の皆さまも自由に
おいでいただける「アフターパーティー」を大手町の街
なかで開いたりするなど、国際金融センターをめざすこ
のエリアを挙げて、イベントを大いに盛り上げてまいり
ます。
昨年9月のフィンテック・サミット以来、日本でもフィンテ
ックが一気に身近なものになってきました。ちなみに、
電子版を含めた日経新聞の各媒体でフィンテックを取り
上げた記事の本数は、2015年は年間で約400本でしたが、
昨年は約1500本に急増しました。そして今年は8月末ま
でに既に1200本以上に達しています。これは、毎日5本、

フィンテック関連のニュースを発信している計算になり
ます。ビジネスパーソンだけでなく、フィンテックへの社
会的関心が今後もどんどん高まっていくのは間違いあ
りません。
現在、フィンテックの分野では欧米が先行していると言
われていますが、日本も世界をリードする技術やサービ
スを開発し、情報管理などを含めた利用環境整備とあ
わせて、「フィンテック大国」として世界に名乗りを挙げ
ていかなければなりません。シンポジウムやスタートア
ップ企業のプレゼンテーション、アイデア・キャンプなど
を柱として、FIN/SUM WEEKの闊達な議論が、そのき
っかけとなることを期待しております。
フィンテックは金融という枠にとどまるものではなく、
ビジネスや暮らしに幅広く変革をもたらす大きなうねり
であると言ってもよいでしょう。そうしたメッセージを
込めて、今回は「金融を超えたイノベーション」という
テーマを掲げさせていただきました。様々なプログラ
ムを通じて、私たちの生活や仕事がどんな風に変わっ
ていくのか、どのように便利になっていくのか、フィンテ
ックが秘めている可能性を発見していただけると思い
ます。
最後になりましたが、素晴らしい会場を提供していただ
いたスペシャルパートナーの三菱地所様をはじめ、すべ
てのパートナーの皆さまに厚く御礼を申し上げます。

岡田直敏　日本経済新聞社 代表取締役社長

FIN / SUM  SY MPOS IUM（シンポジ
ウム）は、メーン会場となる丸ビルホ
ールで開催される基調講演（キーノー
トスピーチ）、パネルディスカッション
です。フィンテック関連の企業やスタ
ートアップ、金融当局者、有識者が一
堂に会し、「オープンイノベーション」、
「ブロックチェーン」といったテーマで
活発な議論を繰り広げます。FIN/SUM 

W O R K S H O P S（ワークショップ） は、
三菱ビルのエムプラス、新丸ビルコン
ファレンススクエアなどで開催される
「双方向の情報交換」「新しいビジネ
スの創出」をミッションにしたセッショ
ンです。

FIN/SUM PITCH RUN（ピッチ・ラン）
は、有力な新商品・サービスを携えた
国内外のフィンテック・スタートアップ
がステージプレゼンテーションで競う
コンテストです。9月 19、20日に、1）
決済・送金、2）資産運用・資金調達、
3）保険・新ビジネス、4）ブロックチ
ェーン・仮想通貨の4つのカテゴリーで
国内外のスタートアップ約30社が予選
を行い、勝ち抜いた6社程度が22日に
開かれる決勝に進みます。会場はすべ
て、丸ビルホールです。ベンチャーキャピ
タリストや企業経営者らが審査して優
勝を決めるほか、ピッチ・ランを協賛す
るSB Iホールディングスと農林中央金庫
が優秀スタートアップに賞を授与します。

FIN / SUM IDEA  CAMP （アイデア・
キャンプ）は、大学生・大学院生がチー
ムを作り、日本の抱える課題に対し、
フィンテックを生かした解決策の創出
に挑むプログラムです。事前説明会
やワークショップを体験した後、9月
20、21日の本番に挑みます。会場は
三菱地所が2016年に大手町にオープ
ンしたビジネス創出のための交流施
設「3x3 Lab Future」。今回は、東京
都内だけでなく地方大学、海外の大学
からも参加します。アイデア・キャンプ
を協賛するQUICK、農林中央金庫、
NT Tデータが優秀チームに賞を授与
します。

FIN/SUM LAND（ランド）では、丸ビル
1階のイベントスペース「MARUCUBE（マ
ルキューブ）を舞台に、フィンテック関
連企業が新商品や新サービスを展示
します。コンセプトは「Compass for 

Future （未来への羅針盤）」。フィン
テックが可能にする新しいライフスタ
イルを体感できる空間を目指します。
NEC、三井住友フィナンシャルグルー
プ、QUICK、住信 SBIネット銀行など
が協賛、スタートアップとともに展示し
ます。チケットなしでも観覧可能です
が、アフターパーティー参加に必要な
イベントパスを名刺と交換で入手でき
るコーナーもあります。

1 2 3 4
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LAND フィンテックの魅力・価値・新しさを体感してもらう展示と、フィンテックを媒介にした未来を語り合う交流の場を目指した「FIN/SUM 

LAND（フィンサム・ランド）」。東京・丸の内の丸ビル1階「MARUCUBE（マルキューブ）」と3階のテラスを舞台に、9月19日から22日ま
で開催します。大企業のテクノロジー、スタートアップの新しいアイデアが火花を散らすオープンイノベーションの現場をぜひご覧ください。

フィンサム・ランドは、「Compass for Future（未来への羅針盤）」をコンセプトに、フィンテックが可能にする
新しいライフスタイルを体感できる空間を目指します。NEC、三井住友フィナンシャルグループ、QUICK、住信
SBIネット銀行、マネーツリー、マネーフォワード、金融工学研究所、TRANOTEC投信投資顧問などが展示します。
フィンサム・ウィークには、国内外から約80社のフィンテック・スタートアップが参加します。フィンサム・ランドでは、
こうしたスタートアップが飛び入りでプレゼンテーションできるスペースも設けます。また、3階のテラスではパネ
ルの展示や、ミーティングや商談のできるテーブル、椅子なども用意する予定です。一方的に展示を見たり、体
験したりするだけでなく、大手企業やスタートアップの担当者との会話や、ネットワーキングを楽しめるのがラン
ドの魅力のひとつです。来場者の皆様の積極的な参加を期待します。
また、ランドの一角には名刺と交換で、フィンサム・ウィーク参加パスを手に入れることができる総合受付があります。
ここでパスを入手すると、会期中に行われるスタンプラリーや 9月22日の夜に大手町仲通りで開催するアフター
パーティーに参加することができます。

開催要項

開 催
9月19日12:00 -18:00 / 20日9:00 -18:00
21日9:00 -18:00 / 22日9:00 -18:00

会 場
丸ビル1階MARUCUBE、3階テラス

観 覧
無料

出展企業一覧

brees
brees

NECと三井住友銀行（SMBC）は、2014年に共同出資して立ち上げたフィ
ンテックベンチャー「brees」が今年始めた、ペーパーレスのコンビニ収納
サービスを展示、実演します。こちらを活用すると、公共料金やインターネ
ットショッピングの請求業者は払込票の発行・郵送にかかる事務コストが
低減され、コンビニは払込票の管理負担軽減につながります。

QUICK
QUICK

人工知能プログラムの美少女キャラクター「九十九蘭（つくも・らん）」の3D
映像を、旭硝子の協力で製作した装置に浮かび上がらせます。開発には、 
LINE Messaging API. Microsoft Cognitive Services LUIS API、
IBM Watson NLC API、QUICK APIsの4つのAPIを活用。AIを使った次
世代型金融情報サービスのあり方も展示、紹介する予定です。Moneytree

マネーツリー

複数の銀行口座やクレジットカード、ポイントサービスをまとめて表示する
個人管理サービス「Moneytree」と、それを元に構築されたデータアグリ
ゲーションの金融インフラプラットフォーム「MT LINK」のサービスをラン
ドのブースで解説します。会計だけでなく、金融、経費精算、請求書発行、
資産運用などの領域で、顧客に新しい価値を提供できます。

TORANOTEC
TORANOTEC投信投資顧問

毎日のおつりを自動で投資に回せるアプリ「トラノコ」を展示・紹介します。
登録したクレジットカードや電子マネーで買い物をすると、アプリ上におつ
り金額が表示され、ワンクリックで投資が完了。最少5円から1円刻みで投
資ができ、リスク嗜好に合わせた3つのファンドから一つを選択いただくだ
けで、世界中の資産に分散投資できます。

Financial Technology Research Institute
金融工学研究所

人工知能を活用した金融・経済分野の情報提供サービス「日経Deep 
Ocean」を展示します。同社が長年にわたって蓄積してきたコンテンツ・
データと技術力を合わせ、金融・経済に関するお客様のニーズに答えるサ
ービスです。店頭の顧客対応ロボットへの搭載、コールセンター担当者の
回答サポートといった使用シーンをイメージしています。

財産ネット ZAISAN Net

Phantom AI チャットボット

AnyPay
オンライン決済サービスAnyPayとわりかんアプリpaymo

FOLIO
テーマでえらぶ、新しい投資

Warrantee
必要な時だけかけられるオンデマンド型保険「WarranteeNow」

STOCKPOINT
株価連動ポイントを通じて、企業と生活者の新しい関係をつくる

SBI Sumishin Net Bank
住信SBIネット銀行

手数料の安さと金利の高さを強みにしたSBIグループのネット銀行

Money Forward
マネーフォワード

家計簿アプリで知られるフィンテック・スタートアップ

Keychain
改ざん不可能な出退勤簿と給与債権管理

MFS
日本初の住宅ローンクレジットスコア「モゲスコア」

Good Moneyger
金融リテラシーを自動判定し、適切な教育コンテンツを提供

Liquid
生体認証・空間認識エンジン「LIQUID」を活用した指紋決済

Authlete
銀行APIの基盤技術、OAuth 2.0の実装提供クラウドサービス

ハタプロ・ロボティクス HATAPRO ROBOTICS

FintechとIoT通信を活用した手乗りサイズAIロボットZUKKU（ズック）

Kyash
かんたん送金、そのまま使える 無料送金アプリ Kyash

クラウドリアルティ Crowd Realty

Real Estate Equity Crowdfunding

ロボット投信 ROBO FUND

金融の「読む・書く・話す」を自動化する資産運用フィンテック

金融工学研究所

TORANOTEC

CAFE

マネーフォワード
住信SBIネット銀行

CHARGE SPOT

1F 受付エリア

INFORMATION
PUBLIC VIEWING

STAMP RALLY SPOT

START UP
EXHIBITION

START UP
EXHIBITION

Moneytree

丸の内仲通り

A1

AA1

AA2

C2DD4

B1

BB1

B2

BB2C1DD2

A2

NEC

SMBC日興証券
三井住友
フィナンシャルグループ
Polarify
三井住友カード

brees

QUICK

スタートアップとの交流スペース
19-20日 丸ビル8F / 21日 新丸ビル9F



FIN /SUM  WEEKの全貌
丸の内全域を使った大規模なイベントの全貌を会場図とともに掲載。

Gyoko-Dori
Eitai-Dori

Naka-Dori
A

B

C

DE H
F

G

4

会場マップ プログラムの時間・内容・講師・登壇者は変更になる場合がございます。予めご了承ください。

7階 メーンホール　9月19日（火）から22日（金）までの4日間、シンポジウム、単独スピーチ、
パネルディスカッション、ピッチ・ランなどのプログラムが展開されます。

A

8階 コンファレンススクエア　スタートアップと企業、投資家との交流を目的とした「スタ
ートアップ・ミートアップスペース」やプレスルームなどがあります。

1階 マルキューブ　フィンサム・ランドの会場。フィンテック関連の大企業やスタートアッ
プの体験型商品・サービスを展示します。3階テラスも展示やネットワーキングの場です。

丸ビルWiFi情報

メーン会場丸ビル各フロアにて無線LAN（Wi-Fi）をご提供いたします。
丸ビル 1F、7F、8Fで全て同じSSIDとパスワードをご利用頂けます。

SSID : FINSUM_SMFG_Polarify
パスワード : platform

注意事項
動画配信などネットワークに負荷をかける使用はお控えください。

無線LANは三井住友フィナンシャルグループにご提供頂きました。
接続時に同社グループの、生体認証サービスを提供する「Polarify」社の
ウェブサイトに繋がります。

丸ビル
Marunouchi Building

ホワイエ

ホール

WC

WC

EV

EV

MARUCUBE

Room2A

Room2B

Room3B Room4
Room5

EV

WC

WCRoom1

Glass
Room
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19、20日はワークショップやセミナーの会場、21日はス
タートアップのプレゼンテーションやネットワーキング
を目的とした“スタートアップ・ショーケース”を開催します。

22日、日本が抱える4つの課題の解決に、フィンテックをツールにして挑むボーダーレス、リミッ
トレスのトークセッション「フィンテック・クロスボーダー」を開催します。

20、21日の2日間にわたって、大学・大学院生の3人1組のチームによるアイデアソン、「アイデア・
キャンプ」を開催します。海外の大学からの参加もあります。

「サクセス」では、19、20日の両日、ドイツのフィンテック
スタートアップによるパネルディスカッションやAIやブロッ
クチェーンをテーマにしたワークショップが開催されます。

19、20日の2日間、「グランド」、「ミドル1・2」などの会場で、
フィンテックへの投資動向、オープンAPI、データサイエ
ンスなどをテーマにしたワークショップを開催します。

20日の日中に、キャッシュレス社会の到来などを討議する「日
銀ラウンドテーブル」、夕方に、海外で有名なフィンテックイ
ベント、Money20/20の東京ロードショーが開催されます。

FIN/SUM WEEK 2017の最終日（22日）の夕、イベント
のグランドフィナーレを飾るアフターパーティーが開かれ
ます。イベントチケットを持っていれば入場料は無料です。

19日は「いちばんやさしいブロックチェーンの教室」、20日は
「FIN/SUM x FINOLAB OAuth 2.0/ OpenID Connect / 

Financial API 徹底技術解説」の2講座を開催します。

新丸ビル コンファレンススクエア
Shin-Marunouchi Building Conference Square

B

大手町フィナンシャルシティ サウスタワー 5F 東京金融ビレッジ
Otemachi Financial City South Tower FINE TOKYO

D 大手門タワー・JXビル 3×3 Lab future 1F
Otemon Tower JX Building 3×3 Lab Future

E

三菱ビル コンファレンススクエア エムプラス1F
Mitsubishi Building Conference Square M+ 1F

三菱ビル コンファレンススクエア エムプラス10F
Mitsubishi Building Conference Square M+ 10F

C C

大手町フィナンシャルシティ グランキューブ
グローバルビジネスハブ東京
Otemachi Financial City Grand Cube Global Business Hub Tokyo

F 大手町仲通り
Otemachi Nakadori

G H 大手町ビル FINOLAB 4F
Otemachi Building FINOLAB

Room3Room2Room1
Room4

Room5

サロン
Salon

CO2の部屋
Meeting room

フォンブース
Phone booth

レセプションルーム
Reception room

レセプション
カウンター
Reception

counter

コミュニケーション
ゾーン

Communication
Zone

ワークショップキッチン
Ketchen

光のガーデン
Garden

フューチャーカフェ
Future Cafe

次世代オフィス
Office

WC

WC

EVホール

WC

WC

Room901

Room902A

Room902B

Room906
Room904

Room905

Room903

10F行き
EVホール

ホワイエ サクセス
ホワイエ

グランド

ミドル2 ミドル1

ミドル3

ルームA・B

EVホール

BD Office 

Field

Terrace
Lounge

Community
Lounge

Meeting
Zone

グランキューブ ノース
タワー

サウス
タワー

星のや
東京

読売新聞ビル

半蔵門線 大手町駅

丸
ノ
内
線 

大
手
町
駅

千
代
田
線 

大
手
町
駅

大
手
町
仲
通
り

大手町ビル

東京
サンケイ
ビル

KDDI
大手町
ビル

Stage

Movable
Partition Wall C

Movable
Partition Wall B

Passage

Meeting
Room 4

Meeting
Room 6
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9/19  TUE DAY A　Ask－問う－
フィンテックのミッション、潜在力について問題提起し、活発な議論とネットワーキングの火蓋を切ります。

  　A 丸ビル 
Marunouchi Building

7F 丸ビルホール
     Marunouchi Hall

9F コンファレンススクエア
     Conference Square

4F FINOLAB

19SY19:45
-10:00

主催者挨拶
Opening address by the organizer

岡田直敏
（日本経済新聞社代表取締役社長 ）

10:00
-10:20

単独講演
Speech

北尾吉孝
（SBIホールディングス代表取締役 執行役員社長）

19SY2

10:25
-10:45

単独講演
Speech

新野隆
（NEC代表取締役執行役員社長兼CEO）

19SY3

11:00
-12:00

パネルディスカッション
Panel discussion

「フィンテックスタートアップが生み出す新しいお金
の流れ」
FinTech Startups, creating a new flow in capital

辻庸介
（マネーフォワード代表取締役社長CEO）
鶴岡裕太
（BASE代表取締役CEO）
家入一真
（CAMPFIRE代表取締役社長）
中村仁
（お金のデザイン代表取締役社長CEO）

19SY4

12:10
-12:25

単独講演
Speech

平野信行
全国銀行協会会長兼
三菱UFJフィナンシャル・グループ代表執行役社長 兼 グループCEO

19SY5

12:30
-14:10

ピッチ・ラン予選①「決済・送金」
Pitch Run Preliminary Round Session ① 
「Settlement and Remittance」

19SY6

14:10
-16:00

ピッチ・ラン予選②「資産運用・資金調達」
Pitch Run Preliminary Round Session ②  
「Asset Management and Financing」

19SY7

16:10
-16:30

キーノートスピーチ
Keynote Speech

「オープンイノベーションと地方創生」
Open Innovation and regional revitalization

残間光太朗
（NTTデータ オープンイノベーション事業創発室長）
松原久善
（NTTデータ 第二金融事業本部 第二バンキング事業部 戦略企画担
当 / BeSTA Fintech lab 部長）

19SY8

16:40
-17:30

パネルディスカッション
Panel Discussion

「仮想通貨戦争　どんな終わり方を迎えるか」
Cryptocurrency war & peace : The direction, the hype and 
the future of blockchain.

Ben Schiller
（Fast Company Staff Writer）
Yuzo Kano
（BitFlyer COO）
Takashi Okita
（SBI Ripple COO）
Toni Lane Casserly
（CULTURE Founder）
Jack Saba
（Day One Investments Managing Partner）

19SY9

19WS114:00
-15:00

ワークショップ
Workshop

三菱UFJフィナンシャル・グループ主催
『スタートアップ×金融機関』オープンイノベーション
成功の3ヶ条
Mitsubishi UFJ Financial Group presents
「Startups x Financial Institutions」 3 fundamental rules for 
Open Innovation

伊藤健吾
（D4V合同会社ファウンディングパートナー兼 COO）
吉沢康弘
（インクルージョン・ジャパン取締役）
関洋二郎
（xenodata lab.代表取締役社長）
鬼頭武嗣
（クラウドリアルティ代表取締役）
和田怜
（シマント代表取締役）
西村彬宏
（三菱UFJ国際投信 商品開発部 ファンド・イノベーショングループ シ
ニアマネジャー）
岡嶋力也
（三菱UFJリース 新事業研究開発室長）

〈モデレーター〉
藤井達人
（三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ デジタル企画部 プリンシパルア
ナリスト）

1F/10F コンファレンススクエア エムプラス
             Conference Square M+

19WS516:00
-18:00

ワークショップ
Workshop

QUICK 資産運用討論会 フィンサム・ウィーク スペシャル
「フィンテックが変える日本の資産運用」

Quick asset management panel discussion: FinSum Week 
Special
FinTec is changing Japan’s asset management

油布志行
（金融庁  総務企画局 参事官（総合政策・資産運用担当））
林千晶
（ロフトワーク代表取締役）
ポール・チャップマン
（マネーツリーCEO / 創業者）
藤野英人
（レオス・キャピタル・ワークス（ひふみ投信）代表取締役社長・最高投
資責任者（CIO））

〈モデレーター〉
北澤千秋
（QUICK資産運用研究所長）

  　B 新丸ビル
Shin-Marunouchi Building

  　C 三菱ビル  
Mitsubishi Building

  　H 大手町ビル  
Otemachi Building

19WS2

ミドル1 - Middle 1

15:00
-16:00

Building an innovation culture 
in a financial corporation

Keyvan Peymani
（Head of Startup Marketing, Amazon Web Services）

19WS3

サクセス  Success

16:00
-17:30

ワークショップ
Workshop

PwC Japanグループ主催
“アナリティクス”のビジネス活用
～成功するデータサイエンスとそのポイントに迫る～
PwC Japan Group presents
Applying analytics to business - how to succeed with data 
science and what are the key points

Yann Bonduelle
（PwC Japanグループ データ&アナリティクスチームリーダー）
藤田泰嗣
（PwCコンサルティング合同会社 データ&アナリティクス ディレクター）

19WS4

ミドル2 Middle2

16:00
-17:30

ワークショップ
Workshop

「フィンテックへの投資動向」
Current trend in fintech investments

Shun Nagao
White Star Capital シニアアドバイザー

19WS610:00
-17:00

ワークショップ
Workshop

FINOLAB / カレンシーボート主催
FIN/SUM x FINOLAB
いちばんやさしいブロックチェーンの教室
FIN/SUM x FINOLAB: The easiest Blockchain lesson

杉井靖典
（カレンシーポート 代表取締役）

Pitch Run登壇社

9/19 TUE

〈Pitch Run①〉
AnyPay（Japan）
SImount（Japan）
Chynge（Singapore）
MyCash Online（Malaysia）
Optiopay（Germany）
Qwikwire（Philippines）
Shift Financial（US）

〈Pitch Run②〉
Asset Algo（Singapore）
CAMPFIRE（Japan）
FOLIO（Japan）
I Know First（Israel）
Kokopelli Incubate（Japan）
Ocean Freight Exchange（Singapore）
STOCKPOINT（Japan）
PlusA（Japan）
Gatecoin（Hong Kong）

9/20 WED

〈Pitch Run③〉
Cinnamon（Japan）
Finantix（UK）
Global Mobility Service（Japan）
Health2Sync（Taiwan）
NEXT DIGITAL BANKING（Germany）
Payme（Japan）
PolicyPal（Singapore）
Warrantee（Japan）
wilov（France）

〈Pitch Run④〉
ChromaWay（Israel）
Nomura Research Institute（Japan）
Opportunity Network（UK）
SnapSwap International（Luxembourg）
TenX（Singapore）
Tradle（UK）
Ohalo（UK）
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DAY B　Believe－信じる－
フィンテックのイノベーション、ビジネスモデルの可能性を信じ、投資、協働に向かって力強く前進します。

  　A 丸ビル 
Marunouchi Building

7F 丸ビルホール
     Marunouchi Hall

  　B 新丸ビル  
Shin-Marunouchi Building

9F コンファレンススクエア
     Conference Square

  　C 三菱ビル  
Mitsubishi Building

1F/10F コンファレンススクエア エムプラス
             Conference Square M+

9/20 WED

10:10
-12:00

ピッチ・ラン予選③「保険・新ビジネス」
Pitch Run Preliminary Round Session ③
「Insurance and New Business」

20SY4

20SY29:35
-9:55

単独講演
Speech

Artificial intelligence: A must for the future 
of finance

Clara Durodie
（Cognitive Finance Founder CEO）

20SY19:00
-9:30

単独講演
Speech

山田大介
（みずほフィナンシャルグループ／みずほ銀行　常務執行役員 デジ
タルイノベーション部担当役員）

12:10
-12:30

対談
Fireside

「フィンテック・ランドスケープ　銀行の未来」
The global fintech landscape part 1: The future vision of 

banks and innovation in finance

Diana Biggs
（HSBC Head of Digital Propositions）

Nikola Pavesic
（FIN/SUM moderator）
Continuum Innovation Strategist

20SY5

12:30
-13:00

パネルディスカッション
Panel Discussion

「世界のフィンテック投資動向」
The global fintech landscape part 2: Investment trends

Ian Myers
（White Star Capital Partner）
Arjun Dev Arora
（500 Startups Partner）
Moaffak Ahmed
（Serial Entrepreneur and Investor）
Adam Kocik
（J&T Ventures Managing Director）

20SY6

20SY916:00
-18:00

パネルディスカッション
Panel Discussion

「フィンテックによって地方創生を実現できるか
―産官学民それぞれの立場からみたエコシステム
形成 」
Can Fintech make Regional Revitalization Possible? 
From the perspective of industry, government and academia 
how will this ecosystem be created.

阿部守一
（長野県知事）
五十嵐伸吾
（九州大学准教授 QREC副センター長）
石丸修平
（福岡地域戦略推進協議会 事務局長）
小松真実
（ミュージックセキュリティーズ代表取締役）

〈モデレーター〉
岩田太地
（NEC Fintech事業開発室長）

13:10
-14:40

ピッチ・ラン予選④
「仮想通貨・ブロックチェーン」

Pitch Run Preliminary Round Session ④
「Virtual Currency and Blockchain」

20SY7

20SY3単独講演
Speech

Vitaly Dubinin
（CTO of BankEx, CEO of BankEx Lab）

14:50
-15:10

20WS310:00
-11:30

パネルディスカッション
Panel Discussion

「フィンテックの規制とサンドボックス
金融のイノベーションのために」
Regulation and finance across borderes. How fintech can thrive now 
and in the future. Experiences from London, HongKong, and Tokyo.

Noriko Annen
（PayPal Japan Director, Legal Counsel Government Relations）
Carrie Osman
（Cruxy&Co Chief Provocateur & Founder）
Janos Barberis
（SuperCharger CEO）

〈Moderator〉
Marzuka Zakir
（PayPal Japan Finance Manager）

20WS511:00
-12:30

パネルディスカッション
Panel Discussion

「米フィンテックけん引する最先端VCの実態」
同時通訳あり
Current status of the VC’s leading  the US Fintech industry

校條浩
（Net Service Ventures マネージング・パートナー）
Richard Melmon
（Net Service Ventures マネージング・パートナー）
本荘修二
（新事業コンサルタント、本荘事務所代表、多摩大学客員教授）
佐藤貴史
（MS&AD インシュアランスグループホールディングス株式会社総合
企画部ICTイノベーション室副部長・初代シリコンバレー駐在員）

12:00
-13:30

ワークショップ
Workshop

マネーツリー主催
金融業界最大級のAPI『MT LINK』の責任者が語
る、デジタルバンキングの最前線 ―いよいよ登場！
保険、年金APIを使った最新事例もご紹介―
Moneytree presents 
The creator of the Greatest API of the financial industry “MT 
LINK” discusses the frontier of digital banking. Latest examples 
of API for insurance and pension industries will be introduced.

マーク・マクダット
（マネーツリー 常務取締役 兼「MT LINK」事業部長、フィンテック協会理事）
五十嵐俊行
（横浜銀行）
加藤大希
（SCSK株式会社）
塩手一平
（日本ユニシス株式会社）

20WS8

14:00
-15:30

ワークショップ
Workshop

ソニーフィナンシャルホールディングス主催「インシ
ュアテックのこれから」
Sony Financial Holdings presents "Future of Insurtech"

George Kesselman
（InsurTechAsia 創業者兼CEO）
鈴木由里
（渥美坂井法律事務所・外国法共同事業　パートナー弁護士）
三輪純平
（金融庁フィンテック企画調整官）

20WS13

20WS1013:00
-14:20

ワークショップ
Workshop

Hong Kong Fintech Now

Janos Barberis
（SuperCharger創業者）
Cedric Roll
（エイト証券（8 Securities）CTO）
Thomas Glucksmann
（Gatecoin マーケティング部長兼APAC事業開発）
Charles d’Haussy
（香港特別行政区政府 投資推進局 （インベスト香港） フィンテック部 部長）

15:00
-16:30

ワークショップ
Workshop

「フィンテック×小売 アジアのルールチェンジャー」
Fintech x Retail, Game changers in Asia

丸山弘毅
（インフキュリオン・グループ代表取締役 兼 Fintech協会代表理事）
小関翼
（スタイラー代表取締役）
宇野雅晴
（Omise Japan株式会社　事業開発部長）

〈モデレーター〉
納富隼平
（pilot boat CEO）

20WS17

20WS1816:00
-17:30

パネルディスカッション
Panel Discussion

「クラウド、AI、ビットコインが切り開く資産運用と金
融システムの未来」
The Future of Asset Management and Financial System led 
by Cloud, AI and Bitcoin

柴山和久
（ウェルスナビ代表取締役CEO）
高橋孝郎
（世界銀行グループIFC（国際金融公社） インベストメント・オフィサー）
野口哲
（ロボット投信代表取締役社長）
大塚雄介
（Coincheck 取締役COO）

〈モデレーター〉
杉山智行
（クラウドクレジット代表取締役）

10:00
-11:00

ワークショップ
Workshop

「日本とAPACのオープンAPI」
Open API for Japan and APAC

マーク・マクダット
（マネーツリー 常務取締役 兼「MT LINK」事業部長、フィンテック協
会理事）

20WS1

10:00
-11:00

ワークショップ
Workshop

「ドイツのフィンテックスタートアップ事情（仮）」
Current climate of the Fintech startups in Germany （subject 
to change）

Gabriel Grabner
（Dieter von Holtzbrinck Ventures ベンチャーパートナー兼投資家）
Oliver Dlugosch
（Next Digital Banking NDGIT CEO兼共同創業者）
Marcus Börner
（OptioPay創業者兼CEO）
Oliver Oster
（OptioPay創業者兼COO）

20WS2

20WS410:00
-12:00

ワークショップ
Workshop

フィンテックを活用した金融包摂の試み～：米国の
最先端事例報告
Efforts in financial inclusion using Fintech- Cutting edge 
examples from the US

Ryan Falvey
（CFSIファイナンシャル・ソリューション・ラボ所長）
小林立明
（学習院大学国際研究教育機構准教授）

11:00
-12:30

ワークショップ
Workshop

"The Efforts and Achievements of Vietnam-
ese Fintech Startups"
Current situation of Fintech in Vietnam

Huong Nguyen
（Saigon Innovation HUB:Director of Public Relations）
Infinity Blockchain LABS
（Remittance HUB）

20WS6

20WS1113:00
-14:30

ワークショップ
Workshop

NEC主催ワークショップ「ＡＩでバリューチェーン、お
金の動きが変わる」
NEC presents "AI will bring Changes to Value Chain and 

Money Flow" 

本村陽一
（産業技術総合研究所人工知能研究センター首席研究員）
三部裕幸
（渥美坂井法律事務所・外国法共同事業パートナー / 弁護士・ニュー
ヨーク弁護士 / 同事務所IoT/AIチームリーダー）
山田達也
（楽天証券フィンテックセクションヘッド）

〈モデレーター〉
本橋洋介
（NEC  AI・アナリティクス事業開発本部シニアエキスパート）

13:00
-14:00

ワークショップ
Workshop

フィンテックと小売 完全なキャッシュレス社会のた
めに
Fintech and Retail: How will the world become totally 
cashless?

Goran Abramovic
（AfterpayTouch General Manager Europe）

20WS9



7F 丸ビルホール
     Marunouchi Hall

3F グローバルビジネスハブ東京
     Global Business Hub Tokyo

8

4F FINOLAB

  　H 大手町ビル  
Otemachi Building

  　H 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ
Otemachi Financial City Grand Cube

DAY C　Create－生み出す－
国内外のフィンテックスタートアップ、関連企業、金融当局が英知を結集し、新しいビジネスを創出します。

  　A 丸ビル 
Marunouchi Building

9F コンファレンススクエア
     Conference Square

  　B 新丸ビル  
Shin-Marunouchi Building

9/21 THU

11:30
-12:30

ワークショップ
Workshop

「AI × フィンテック」
Startup and AI

荻野調
（Zaisan Net 代表取締役）
和泉潔
（東京大学大学院 工学系研究科 システム創成学専攻 教授）
坂地泰紀
（東京大学大学院 工学系研究科 システム創成学専攻 助教）

20WS7

14:00
-15:30

ワークショップ
Workshop

「ビットコインとブロックチェーン」
Bitcoin and Blockchain

加納裕三
（bitFlyer代表取締役）

20WS14

14:30
-15:30

ワークショップ
Workshop

「地域金融機関が取り組む電子地域通貨の可能性
と未来」
Investment trends in the transatlantic fintech ecosystem

大平貴久
（デロイト トーマツ ベンチャーサポート FinTechリーダー）

20WS15

15:00
-16:00

ワークショップ
Workshop

日立製作所主催「FinTechが実現する超スマート
社会 : Society5.0
～オープンAPIとブロックチェーンの視点から～」
長稔也
（日立製作所 金融イノベーション推進センタ長）

20WS16

16:00
-17:30

ワークショップ
Workshop

「アジアとASEANのモバイルペイメント」
Mobile Payment in Asia and ASEAN countries

蛯原健
リブライトパートナーズ代表パートナー

20WS19

20WS2016:00
-17:30

ワークショップ
Workshop

「ブロックチェーンの使い方」
How to use Blockchain

Daniel Pichler
Blockchain Initiative

20WS2116:00
-17:00

ワークショップ
Workshop

「フィンテックアクセラレーターの構築の仕方と協働
の構造」
Creating and structuring a successful Fintech Accelerator

Marvin Liao
（500 Startups Partner）

13:00
-18:00

ワークショップ
Workshop

FINOLAB / 株式会社Authlete
「FIN/SUM × FINOLAB  OAuth 2.0 / OpenID 
Connect / Financial API 徹底技術解説」
FIN/SUM x FINOLAB  Complete Technical Explanation of 
OAuth2.0 / OpenID Connect / Financial API "

川崎貴彦
株式会社Authlete 代表取締役

20WS12

10:00
-16:30

日銀ラウンドテーブル
Bank of Japan Roundtable

18:00
-21:30

Money 20/20 Tokyo Road Show
Money 20/20 Road Show

9:10
-9:20

開会の挨拶
Opening Address

村井英樹
内閣府大臣政務官

21SY1

21SY29:25
-10:25

パネルディスカッション
Panel Discussion

「オープン・イノベーション～金融機関とFintech
企業の協働」
Opening Doors for Innovation : 
How open innovation is forging better collaboration

Michael Harte
（Barclaysグループイノベーション・ヘッド）
Matt Hancock
（英デジタル担当国務大臣）
丸山弘毅
（インフキュリオン・グループ代表取締役 兼 Fintech協会代表理事）
亀澤宏規
（三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役常務・グループCIO兼グ
ループCDTO）

〈モデレーター〉
森下哲朗
（上智大学法科大学院教授）

10:30
-11:30

パネルディスカッション
Panel Discussion

「ブロックチェーン～変革への助走」
Balance between Innovation and Security : 
Cross-sectoral Collaboration to Tame Blockchain

Carl Wegner
（R3 マネージングディレクター）
松尾真一郎
（MITメディア・ラボ研究員）
佐藤康博
（みずほフィナンシャルグループ取締役執行役社長グループCEO）
山岡浩巳
（日本銀行 決済機構局長）

〈モデレーター〉
Martin Arnold
（Financial Timesバンキングエディター）

21SY3

11:40
-12:25

日経主催 対談
Fireside

北尾吉孝
（SBIホールディングス代表取締役 執行役員社長）
櫛田健児
（スタンフォード大学アジア太平洋研究所研究員）

21SY4

12:25
-13:10

日経主催 パネルディスカッション
Panel Discussion

Future of finance - created through collabo-
ration between financial institutions and 
startups

マノジ・カシャップ
（PwC グローバルフィンテックリーダー）
Sheel Mohnot
（500 Startups フィンテック/インシュアテックパートナー）
Stephane Dubois
（Xignite創業者CEO）
Urmas Peiker
（Co-founder of Funderbeam）

〈モデレーター〉
田中正明
（PwCインターナショナル シニア・アドバイザー）

21SY5

21SY914:20
-15:20

パネルディスカッション
Panel Discussion

「規制・当局の役割～金融当局によるイノベーション
の加速」
Regulators Accelerate : 
Regulators’ Role to Foster Innovation and FinTech Ecosystem

David Geale
（英FCA政策担当ディレクター（ビデオレター出演））
Sopnendu Mohanty
（シンガポールMAS チーフ・フィンテック・オフィサー）
Cathie Armour
（豪ASICコミッショナー）
Richard Teng
（アブダビ・グローバル・マーケット金融サービス規制庁CEO）
松尾元信
（金融庁総務企画局参事官）

〈モデレーター〉
翁百合
（日本総合研究所副理事長）

13:15
-13:20

ピッチ・ラン、ファイナリスト発表
Pitch Run, Finalists are announced 

21SY6

21SY713:20
-14:00

日経主催 アイデア・キャンプ結果発表
Nikkei presents Idea Camp Results

21SY814:00
-14:15

セレモニー
Ceremony by the Financial Services Agency

10:00
-19:00

スタートアップ・ショーケース
Startup Showcase

15:25
-16:25

パネルディスカッション
Panel Discussion

「金融技術の新領域」
What’s Next?

Mark Shead
（英BearingPoint社 RegTech Solutions UKヘッド）
谷崎勝教
（三井住友フィナンシャルグループ取締役執行役専務 グループCIO）
浦川伸一
（SOMPOホールディングス グループCIO 常務執行役員）
山藤敦史
（日本取引所グループ 総合企画部 新規業務推進室 フィンテックラボ
室長）

〈モデレーター〉
滝田洋一
（日本経済新聞社編集委員）

21SY10

21SY1116:30
-17:30

パネルディスカッション
Panel Discussion

「アジアのFintechフロンティア」
Era of Asia : 
Will Asia be the Champion of FinTech? Where is Asia going?

Sukarela Batunanggar
（インドネシア金融庁副理事）
河合祐子
（日本銀行 決済機構局審議役 FinTechセンター長）
Buncha Manoonkunchai
（タイ中央銀行金融技術部門上級課長）
張暁艶
（中国人民銀行インターネット金融研究センター副秘書長）

〈モデレーター〉
井上俊剛
（金融庁 総務企画局信用制度参事官）

17:30
-17:40

閉会の挨拶
Closing Address

麻生太郎
副総理・財務大臣・金融担当大臣

21SY12

1F 3×3Lab Future

  　E 大手門タワー JXビル
Otemon Tower JX Building

SS10:00
-19:00

スタートアップ・ショーケース（ステージ）
Startup Showcase（Stage）

9:00
-12:00

アイデア・キャンプ発表会 IC
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7F 丸ビルホール
     Marunouchi Hall

Fintech Japan 2017 スケジュール
http://fj2017.fintechjapan.org/

  　A 丸ビル 
Marunouchi Building

8F Room4 スタートアップ
     Room4 Start Up

22SY19:45
-9:50

開会の挨拶
Opening Remarks

ナタリー志織フレミング
（Fintech協会 理事、Payoneer ディレクター（APAC））
工藤博樹
（Fintech協会 代表理事、メリービズ 代表取締役社長）

DAY D　Deliver－届ける－
生み出された新しいアイデア、イノベーション、ビジネスモデルが、広く国内外に発信されます。9/22  FRI

22SY29:50
-10:00

ウェルカムスピーチ
Welcome speech （Japanese session）

小池百合子
（東京都知事）

22SY210:00
-10:30

キーノートスピーチ
Keynote Speech

「Collaborative Innovation : Fintech in Japan」 
（Japanese session）
辻庸介
（マネーフォワード 代表取締役社長CEO）

22SY410:30
-11:15

パネルディスカッション
Panel Discussion

Planet of the APIs : The next evolution in 
banking

Paul Chapman
（マネーツリー 代表取締役）
Yobie Benjamin
（Token CTO Emeritus）

〈モデレーター〉
Pat Patel
（Money2020 アジア＆ヨーロッパ コンテンツディレクター）

11:15
-12:15

対談
Fireside

「Chinese Fintech : Fireside Chat」
Daniel Hong
（Tencent ファイナンシャルテクノロジー次長）

〈モデレーター〉
河合祐子
（日本銀行 決済機構局 審議役・FinTechセンター長）

22SY5

22SY612:45
-13:30

パネルディスカッション
Panel Discussion

「New Banking Models: Innovation in finan-
cial services from non-bank players」（Japanese 
session）
柏木英一
（じぶん銀行 代表取締役社長）
松橋正明
（セブン銀行 常務執行役員）

〈モデレーター〉
堀天子
（Fintech協会 理事、森・濱田松本法律事務所  パートナー弁護士）

22SY713:30
-14:15

対談
Fireside

「AI : What will the next wave of automation 
bring?」
Steve Monaghan
（Gen Life 会長兼CEO）

〈モデレーター〉
四元盛文
（AlpacaJapan 代表取締役CEO）

14:15
-15:00

対談
Fireside

「The Next Wave of Fintech Investing : 
Perspectives from Global VCs」
Markus Gnirck
（Tryb 共同創業者兼CEO）
高岡美緒
（アーバーベンチャーズ パートナー、マネックスグループ 顧問）
久保田雅也
（WiL パートナー）
Richard Melmon
（Net Service Ventures マネージング・パートナー）

〈モデレーター〉
David Corbin
（テックインアジア ジャパン 代表取締役）

22SY8

22SY915:15
-16:00

パネルディスカッション
Panel Discussion

「The Evolution of Payments : reducing 
friction in transaction services」
Prajit Nanu
（InstaReM CEO兼共同設立者）
Alan Chang
（Revolut オペレーション責任者）
康井義貴
（Origami 代表取締役社長）
Daniel Heffernan
（ストライプジャパン 代表取締役）

〈モデレーター〉
Arvin Singh
（Visa 新チャネルディレクター）

22SY1117:30
-18:15

パネルディスカッション
Panel Discussion

「Breaking Barriers : Building the next round 
of Japanese unicorns」 （Japanese session）
小泉文明
（メルカリ 取締役社長兼COO）
佐藤航陽
（メタップス 代表取締役社長）
光本勇介
（バンク 代表取締役兼CEO）

〈モデレーター〉
丸山弘毅
（Fintech協会 代表理事、インフキュリオン・グループ 代表取締役）

16:00
-17:30

ピッチ・ラン決勝&表彰式
Pitch Run Final Round and Award Ceremony

22SY10

18:15
-18:20

閉会の挨拶
Closing Remarks

ナタリー志織フレミング
（Fintech協会 理事、Payoneer ディレクター（APAC））
工藤博樹
（Fintech協会 代表理事、メリービズ 代表取締役社長）

22SY12

10:45
-11:30

対談
Fireside

「Insurtech : Creating sustainable behaviour 
change」
小泉泰郎
（FiNC 代表取締役副社長CFO兼CIO）

〈モデレーター〉
Philipp Kristian
（The Trust Economy 著者）

22SY13

22SY1411:30
-13:00

スペシャルセッション
Special Session

「Activities to attract Foreign Financial Corpo-
rations by the Tokyo Metropolitan Govern-
ment, and FinTech Market Potential in Japan」 
（Japanese / English session）
木寺昌彦
（東京都 政策企画局 調整部渉外課 国際金融プロジェクト推進担当
課長）
村上隆文
（アクセンチュア株式会社 マネジング・ディレクター）

14:15
-15:00

パネルディスカッション
Panel Discussion

「Instant millionaires? The rise in Initial Coin 
Offerings 」 （Japanese session）
宮口礼子
（Kraken マネージング・ディレクター・ジャパン）
朝山貴生
（テックビューロ 代表取締役社長）
小川晃平
（VALU 代表取締役）

〈モデレーター〉
岩下直行
（京都大学 教授）

22SY16

22SY1715:15
-16:00

対談
Fireside

「B2B vs. B2C : Building a viable business 
model」 （Japanese session）
山田達也
（楽天証券 フィンテック推進室 室長）

〈モデレーター〉
湯浅 エムレ 秀和
（グロービスキャピタルパートナーズ プリンシパル）

5F 東京金融ビレッジ
     FINE TOKYO

  　D 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー
Otemachi Financial City South Tower

9:45
-10:00

主催者挨拶
Address by the Organizer

平田喜裕
（日本経済新聞社常務取締役デジタル事業統括）

22FV1

10:00
-10:20

キーノートスピーチ
Keynote Speech

黒川清
（東京大学名誉教授兼政策研究大学院大学アカデミックフェロー）

22FV2

10:30
-12:00

セッション① 「農業と地方創生」
Session 1 : "Agriculture and Regional Revitalization"

22FV3

12:30
-14:00

セッション② 「人手不足・宅配クライシス」
Session 2 : "Labor Shortage-Crisis in Delivery Industry"

22FV4

22FV514:30
-16:00

セッション③ 「デジタルデバイド・格差」
Session 3 : "Digital Divide and Inequality"

16:30
-18:00

セッション④ 「財政・保険・税収」
Session 4 : Finance- Insurance- Tax Revenue

〈パネリスト〉
林千晶
（ロフトワーク代表取締役）
柳川範之
（東京大学大学院経済学研究科教授）
菊池紳
（プラネット・テーブル代表取締役 創業者）
栗田紘
（seak代表取締役 創業者）
佐藤昌宏
（デジタルハリウッド大学院大学教授）
岩田太地
（NEC Fintech事業開発室長）
信岡良彦
（エヌエヌ生命保険経営企画部長）

22FV6

16:00
-17:00

スペシャルセッション
Special Session

「The world is shrinking : Global Trends in 
Fintech」
Charles D'Haussy
（香港特別行政区政府 投資推進局（インベスト香港） フィンテック部 
部長）
Danielle Szetho
（Fintech Australia CEO）
Amit Goel
（Letstalkpayments 共同創業者兼MD）
Tom Theobald
（Luxembourg for Finance CEO代理）
Colin Mason
（英国国際通商省 テクノロジー セクタースペシャリスト）

22SY18
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SPEAKERS FIN/SUM WEEK 2017では、4日間でさまざまな催しが各会場で行われます。こちらでは、
その中の「キーノートスピーチ・パネルディスカッション・シンポジウム」に登壇される方々を
ご紹介。貴重なお話を実際に来場してご視聴ください。

北尾 吉孝  Yoshitaka Kitao
SBIホールディングス代表取締役 執行役員社長
Executive chairman, CEO and president, SBI Holdings, Inc

19SY2 21SY4

新野 隆  Takashi Niino
NEC代表取締役執行役員社長兼CEO

President and CEO, NEC 

19SY3

家入 一真  Kazuma Ieiri
CAMPFIRE代表取締役社長
CEO, CAMPFIRE 

19SY4

鶴岡 裕太  Yuta Tsuruoka
BASE代表取締役CEO

CEO, BASE, Inc. 

19SY4

辻 庸介  Yosuke Tsuji
マネーフォワード代表取締役社長CEO

Co-founder & CEO, Money Forward, Inc.

19SY4 22SY2

マーヴィン・リャオ  Marvin Liao
500 Startups パートナー
Partner, 500 Startups 

20WS21

残間 光太朗  Kotaro Zamma 
NTTデータ オープンイノベーション事業創発室長
Head of Open Innovation and Business Incubation, NTT DATA 

19SY8

松原 久善  Hisayoshi Matsubara 
NTTデータ 第二金融事業本部 第二バンキング事業部
戦略企画担当 BeSTA Fintech lab 部長
Senior Manager,BeSTA FinTech Lab / Strategic Business Development Group, 

Second Banking Division / Second Financial Sector, NTT DATA Corporation

19SY8

シュン・ナガオ  Shun Nagao
White Star Capital シニアアドバイザー
Senior Adviser, White Star Capital 

19WS4

セドリック・ロール  Cedric Roll
エイト証券（8 Securities）CTO

CTO, 8 Securities 

20WS10

ジャック・サバ  Jack Saba
Day One Investmentsマネージングパートナー
Co-Founder and Managing Partner, Day One Investments

19SY9

加納 裕三  Yuzo Kano
bitFlyer代表取締役
CEO, bitFlyer, Inc.

19SY9

キャリー・オスマン  Carrie Osman
CRUXY&CO 創業者
Founder & Chief Provocateur, CRUXY&CO

20WS3

ヤノス・バーベリス  Janos Barberis
SuperCharger創業者
Founder, SuperCharger

20WS3 20WS10

トーマス・グラックスマン  Thomas Glucksmann
Gatecoin マーケティング部長兼APAC事業開発
Head of Marketing, Gatecoin & APAC Business Development

20WS10

安念 宣子  Noriko Annen
PayPal 東京支店ディレクター
Director and Legal Counsel, PayPal, Japan

20WS3

シール・モノト  Sheel Mohnot
500 Startups フィンテック /インシュアテックパートナー
Fintech / Insurtech partner, 500 Startups

21SY5

アージュン・デヴ・アロラ  Arjun Dev Arora
500 Startups パートナー
Partner, 500 Startups 

20SY6

アダム・コジック  Adam Kocik
J&T Ventures マネージングディレクター
Managing Director, J&T Ventures

20SY6

イアン・マイアーズ   Ian Myers
White Star Capital アソシエイト
Associate, White Star Capital Investments UK

20SY6

モアファク・アーメド  Moaffak Ahmed
Superhero Capital 創業パートナー
Founding Partner, Superhero Caputal Serial 

20SY6

ゴラン・アブラモヴィッチ  Goran Abramovic
AfterpayTouch 欧州ジェネラルマネージャー
General manager Europe, Touchcorp 

20WS9

本橋 洋介  Yosuke Motohashi
NEC  AI・アナリティクス事業開発本部シニアエキスパート
AI analytics business development division, Senior Expert, NEC

20WS11

佐藤康博  Yasuhiro Sato
みずほフィナンシャルグループ取締役執行役社長グループCEO

CEO, Mizuho Financial Group

21SY3

ヤン・ボンデュエル  Yann Bonduelle
PwC Japanグループ データ&アナリティクスチームリーダー
Data & Analytics Leader, PwC Japan Group

19WS3

PwCコンサルティング合同会社 データ&アナリティクス ディレクター
Data & Analytics Director, PwC Consulting LLC

藤田 泰嗣   Taishi Fujita

19WS3

President & Chief Investment Officer, Rheos Capital Works

レオス・キャピタル・ワークス（ひふみ投信）
代表取締役社長・最高投資責任者（CIO）

藤野 英人  Hideto Fujino

19WS5

Chief Digital Innovation Officer Managing Executive Officer Mizuho Financial Group, Inc. / Mizuho Bank, Ltd.

みずほフィナンシャルグループ／みずほ銀行 常務執行役員
デジタルイノベーション部担当役員

山田大介  Daisuke Yamada

20SY1

マーク・マクダット  Mark Makdad

20WS1 20WS8
Founder, Moneytree

マネーツリー 常務取締役 

兼「MT LINK」事業部長、フィンテック協会理事

チャールズ・ドーシー  Charles D'Haussy

20WS10 22SY18
Head of Fintech, Invest Hong Kong The Government of the Hong Kong Special Administrative Region

香港特別行政区政府 投資推進局 （インベスト香港） 
フィンテック部 部長

ライアン・ファルベイ  Ryan Falvey
CFSIファイナンシャル・ソリューション・ラボ所長

20WS4

Managing Director, Finanial Solutions Lab, the Center for Financial Services Innovation

小林 立明  Tatsuaki Kobayashi

20WS4

学習院大学国際研究教育機構准教授
Associate professor, Gakushuin University Global Exchange Organisation for Research 

and Education（GEORE）

三部 裕幸  Hiroyuki Sanbe 

20WS11
Partner, Attorney-at-law / Head of IoT / AI Team, Atsumi & Sakai

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業パートナー / 

弁護士・ニューヨーク弁護士 / 同事務所 IoT / AIチームリーダー

ジョージ・ケッセルマン  George Kesselman
InsurTechAsia 創業者兼CEO

Founder and CEO, InsurTechAsia 

20WS13

本村 陽一  Yoichi Motomura

20WS11

産業技術総合研究所人工知能研究センター首席研究員
Principal researcher, Artificial Intelligence Research Center, 

National Institute of Advanced Industrial Science and Technology

岡田 直敏  Naotoshi Okada
日本経済新聞社代表取締役社長 

President & CEO, Nikkei, Inc.

19SY1

麻生 太郎  Taro Aso
副総理・財務大臣・金融担当大臣
Deputy Prime Minister, Minister of Finance, 

Minister of State for Financial Services

21SY12

北澤 千秋  Chiaki Kitazawa
QUICK資産運用研究所長
Director & Manager-Asset Management Institute, QUICK Corp.

19WS5

ケイヴァン・ペイマニ  Keyvan Peymani
Amazonウェブサービス スタートアップマーケティングヘッド
Head of Startup Marketing, Amazon Web Services

19WS2

平野 信行  Nobuyuki Hirano

19SY5
The Chief Executive Officer and President, Mitsubushi UFJ Financial Group, Inc.

全国銀行協会会長兼三菱UFJフィナンシャル・グループ
代表執行役社長 兼 グループCEO

阿部 守一  Shuichi Abe 
長野県知事
Governor of Nagano Prefecture 

20SY9

亀澤 宏規  Hironori Kamezawa

21SY2

Managing Executive Officer Group CIO & Group CDTO

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役常務・グループCIO

兼グループCDTO

谷崎 勝教  Katsunori Tanizaki

21SY10

三井住友フィナンシャルグループ取締役執行役専務 グループCIO

Senior Managing Executive Officer, SMFG and Sumitomo Mitsui Banking Corporation

小池 百合子  Yuriko Koike 
東京都知事
The governor of Tokyo

22SY2

ピッチ・ラン審査員

ダイアナ・ビッグス  Diana Biggs
HSBC 英・欧州ビジネスモデルイノベーション部長
Head of Business Model Innovations for UK & Europe, HSBC 

20SY5 ピッチ・ラン審査員

ピッチ・ラン審査員

ピッチ・ラン審査員

ピッチ・ラン審査員

ピッチ・ラン審査員 ピッチ・ラン審査員

ピッチ・ラン審査員
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四元 盛文  Morifumi Yotsumoto
Alpaca 日本代表兼CFO

Japan Head & CFO, AlpacaDB, Inc.

22SY7

納富 隼平  Jumpei Notomi
pilot boat CEO

CEO, pilot boat 

20WS17

宇野 雅晴  Masaharu Uno
Omise Japan株式会社　事業開発部長
Business Development Manager, Omise Japan

20WS17

長 稔也  Toshiya Cho 
日立製作所 金融イノベーション推進センタ長
Senior Vice President, Financial Innovation Center

20WS16

ダニエル・ピクラー  Daniel Pichler
Blockchain Initiative

Blockchain Initiative 

20WS20

柴山 和久  Kazuhisa Shibayama
ウェルスナビ代表取締役CEO

Founder ＆ CEO, Wealth Navi 

20WS18

杉山 智行  Tomoyuki Sugiyama
クラウドクレジット代表取締役
CEO, Cloud Credit

20WS18

大塚 雄介  Yusuke Otsuka
Coincheck 取締役COO

COO/Co-founder, Coincheck

20WS18

野口 哲  Satoshi Noguchi
ロボット投信代表取締役社長
CEO, Robot Fund

20WS18

岩田 太地  Daichi Iwata 
NEC Fintech事業開発室長
Head of FinTech Business Development Office, NEC

20SY9

小松 真実  Masami Komatsu
ミュージックセキュリティーズ代表取締役
CEO, Music Securities, Inc.

20SY9

リチャード・メルモン  Richard Melmon
Net Service Ventures マネージング・パートナー
Managing Partner, Net Service Ventures 

20WS5

マイケル・ハート  Michael Harte
Barclays グループイノベーション・ヘッド
Head of Group Innovation, Barclays

21SY2

森下 哲朗  Tetsuro Morishita
上智大学法科大学院教授
Professor, Sophia University Law School

21SY2

カール・ウェグナー  Carl Wegner
R3 マネージングディレクター
Managing Director, R3

21SY3

マーティン・アーノルド  Martin Arnold
Financial Times バンキングエディター
Banking Editor, Financial Times

21SY3

キャシー・アーモア  Cathie Armour
豪ASICコミッショナー
Commissioner, ASIC 

21SY9

ソフネンデュ・モハンティ  Sopnendu Mohanty
シンガポールMAS チーフ・フィンテック・オフィサー　
Chief Fintech Officer, Monetary Authority of Singapore

21SY9

翁 百合  Yuri Okina 
日本総合研究所副理事長
Vice Chairman, The Japan Research Institute, Limited. 

21SY9

井上 俊剛  Toshitake Inoue 
金融庁 総務企画局信用制度参事官
Director for Credit System, Financial Services Agency

21SY11

滝田 洋一  Yoichi Takita 
日本経済新聞社編集委員
Senior Staff Writer, Nikkei, Inc.

21SY10

松尾 元信  Motonobu Matsuo
金融庁 総務企画局参事官
Deputy Director-General of Planning and Coordination Bureau, 

Financial Services Agency

21SY９

平田 喜裕  Yoshihiro Hirata 
日本経済新聞社常務取締役デジタル事業統括
Managing Director digital business, Nikkei, Inc.

22FV1

スティーブ・モナハン  Steve Monaghan
Gen Life 会長兼CEO

Chairman&CEO, Gen Life Limited 

22SY7

小泉 泰郎  Yasuro Koizumi
フィンク 代表取締役副社長 CFO 兼 CIO

Representative Director CFO / CIO, FiNC 

22SY13

マーク・シェド  Mark Shead
英BearingPoint社 RegTech Solutions UKヘッド
Head of RegTech Solutions UK, BearingPoint

21SY10

浦川 伸一  Shinichi Urakawa 
SOMPOホールディングス グループCIO 常務執行役員
Group CIO & Managing Executive Officer, Sompo Holdings Inc.

21SY10

デビッド・コービン  David Corbin
Tech in Asia カントリーマネージャー
Head of Japan, Tech in Asia

22SY8

ダニエル・ホング   Daniel Hong
テンセント 財務責任者代理
Deputy General Manager of Financial Technology, Tencent

22SY5

荻野 調  Shirabe Ogino
Zaisan Net 代表取締役
Founder & CEO, ZAISAN Net, Inc.

20WS7

大平 貴久  Takahisa Ohira
デロイト トーマツ ベンチャーサポート FinTechリーダー
FinTech leader, Delloite Tohmatsu Venture Support

20WS15

高橋 孝郎  Takao Takahashi

20WS18

世界銀行グループIFC（国際金融公社） インベストメント・オフィサー
Investment Officer, Digital Financial Service and Fintech International Finance Corporation

蛯原 健  Takeshi Ebihara
リブライトパートナーズ代表パートナー
General Partner, Rebright partners 

20WS19

阿部 守一  Shuichi Abe 
長野県知事
Governor of Nagano Prefecture 

20SY9

五十嵐 伸吾  Shingo Igarashi

20SY9

九州大学准教授 QREC副センター長
Deputy Director General, the Robert T. Huang Entrepreneurship Center of Kyushu University 

（QREC）  / Associate Professor of Kyushu University Business School（QBS）

石丸修平  Shuhei Ishimaru 
福岡地域戦略推進協議会 事務局長
Director General, Fukuoka Directive Council

20SY9

小関 翼  Tsubasa Koseki
スタイラー代表取締役
CEO, Styler. Inc

20WS17

丸山 弘毅  Hiroki Maruyama

20WS17

インフキュリオン・グループ代表取締役 兼 Fintech協会代表理事
Representative Director, Infucurion Group / FinTech Association of Japan, representative

山岡 浩巳  Hiromi Yamaoka

21SY3

日本銀行／決済機構局局長
Director General, Payment and Settlement Systems Department, Bank of Japan

リチャード・テン  Richard Teng
アブダビ・グローバル・マーケット最高経営責任者
Chief Executive Officer, Abu Dhabi Global Market

21SY9

松尾 真一郎  Shinichiro Matsuo 

21SY3

MITメディア・ラボ研究員
Affiliate, Director's Liaison for Financial Cryptography, MIT Media Lab

山藤 敦史  Atsushi Santo

21SY10

日本取引所グループ 総合企画部 新規事業推進室 フィンテックラボ室長
Head of Fintech Laboratory, Japan Exchange Group Inc. Corporate Strategy, 

New Business Development

ヴィタリー・ドゥブーニン Vitaly Dubinin

20SY3

CTO of BankEx , CEO of BankEx Lab

河合 祐子  Yuko Kawai

21SY11

日本銀行決済機構局 審議役、FinTechセンター長
Deputy Director-General, Head of FinTech Center, 

Payment and Settlement Systems Department Bank of Japan

黒川 清  Kurokawa Kiyoshi

22FV2

政策研究大学院大学 名誉教授 /東京大学 名誉教授
Professor Emeritus, National Graduate Institute for Policy Studies / 

Professor Emeritus, the University of Tokyo

校條 浩  Hiroshi Menjo
Net Service Ventures マネージング・パートナー
Managing Partner, Net Service Ventures 

20WS5

本荘 修二  Shuji Honjo

20WS5

新事業コンサルタント、本荘事務所代表、多摩大学客員教授
New Business Consultant / Managing Director, Honjo International / Visiting Professer, 

Tama University

ピッチ・ラン審査員

ニック・ギブソン Nick Gibson
Partnerships Group シニア・バイス・プレジデント、 マーケティング部長
Senior Vice President of Partnerships Group & Head of Marketing

アイデア・キャンプ

ピッチ・ラン審査員

ピッチ・ラン審査員
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ポール・チャップマン  Paul Chapman
マネーツリーCEO /創業者
Chief Executive and Founder, Moneytree

19WS5 22SY4

光本 勇介  Yusuke Mitsumoto
バンク代表取締役兼CEO  兼ブラケット創業者兼取締役会長
CEO, Bracket, Inc. / President, Bank, Inc.

22SY11

アービン・シン  Arvin Singh
Visa Singapore 新規チャネルディレクター
Director of New Channels and FinTech Engagement, Visa Singapore 

22SY9

ダニエル・ヘファーマン  Daniel Heffernan
ストライプジャパン代表取締役
CEO, Stripe Japan

22SY9

パット・パテル  Pat Patel
Money 20/20 コンテンツディレクター
Content Director, Europe & Asia at Money 20/20

22SY4

マーカス・グニック  Markus Gnirck
tryb 共同創業者兼CEO

Co-Founder & CEO, tryb 

22SY8

久保田 雅也  Masaya Kubota
WiL パートナー
Partner, World Innovation Lab（WiL）

22SY8

ヨビー・ベンジャミン  Yobie Benjamin
Token共同創業者兼CTO

Co-Founder / CTO, Token, Inc.

22SY4

プラジット・ナヌ  Prajit Nanu
InstaRem CEO

CEO, InstaRem

22SY9

岩下 直行  Naoyuki Iwashita
京都大学教授
Professor, Kyoto University

22SY16

宮口 礼子  Ayako Miyaguchi
Kraken 日本法人代表
Managing Director, Japan at Kraken Bitcoin Exchange 

22SY16

小川晃平  Kohei Ogawa
VALU 代表取締役
Co-Founder & CEO, VALU 

22SY16

アミット・ゴエル  Amit Goel
Let's Talk Payments 共同創業者兼取締役社長
Co-Founder and MD, Let's Talk Payments 

22SY18

佐藤 航陽  Katsuaki Sato
メタップス CEO

CEO, Metaps

22SY11

小泉 文明  Fumiaki Koizumi
メルカリ CEO

CEO, Mercari

22SY11

康井 義貴  Yoshiki Yasui
Origami代表取締役社長
Founder & CEO, Origami

22SY9

松橋 正明  Masaaki Matsuhashi
セブン銀行常務執行役員
Managing Executive Officer, Seven Bank, Ltd.

22SY6

堀 天子  Takane Hori
森・濱田松本法律事務所パートナー
Partner, Mori Hamada Matsumoto Law Offices

22SY6

ナタリー 志織 フレミング  Natalie Shiori Fleming
Fintech協会理事

22SY1

西川 浩司  Hiroshi Nishikawa 
オレンジジャパン パートナーシップマネージャー
Partnership Manager, Orange Japan

長野 泰和  Hirokazu Nagano
KLab Ventures Partners株式会社 代表取締役社長
CEO, KLab Ventures Partners Co., Ltd.

櫛田 健児  Kenji Kushida  
スタンフォード大学アジア太平洋研究所研究員

21SY4

田中 正明  
PwCインターナショナル シニア・アドバイザー

21SY5

オリバー・オスター  Oliver Oster
OptioPay創業者兼COO

Founder / COO, OptioPay

20WS2

ステファン・デュボア  Stephane Dubois
Xignite創業者兼社長
Founder and Chief Executive Officer, Xignite 

21SY5

マーカス・ボーナー  Marcus Börner
OptioPay創業者兼CEO

Founder / CEO, OptioPay

20WS2

ウルマス・ペイカー  Urmas Peiker
Funderbeam共同創業者
Co-founder, Funderbeam

21SY5

松本 大  Oki Matsumoto
マネックスグループCEO

CEO, Monex Group

澤山 陽平  Yohei Sawayama
500 Startups Japan マネージングパートナー
Managing Partner, 500 Startups Japan

岡嶋 力也  Rikiya Okajima
三菱UFJリース 新事業研究開発室長

19WS1

山田 達也  Tatsuya Yamada

22SY17

楽天証券フィンテックセクションヘッド
General Manager of the professional trading department, Rakuten Securities 

湯浅 エムレ 秀和   Emre Hidekazu Yuasa
グロービスキャピタルパートナーズプリンシパル
Principal, Globis Capital Partners

22SY17

トム・セオボールド  Tom Theobald
ルクセンブルク貿易投資事務所 CEO代理
Deputy CEO, Luxembourg for Finance

22SY18

ダニエル・セソ  Danielle Szetho

CEO, FinTech Australia 

22SY18

Fintech Australia CEO

西村 彬宏  Akihiro Nishimura

19WS1

三菱 UFJ国際投信 商品開発部 

ファンド・イノベーショングループ シニアマネジャー
Senior Manager Fund Innovation Group Department of Product Innovation, 

Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.

増島 雅和  Masakazu Masujima
森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士、
一般社団法人金融革新同友会FINOVATORS（フィノベーターズ）代表理事
Partner, Mori Hamada & Matsumoto

仮屋薗 聡一  Soichi Kariyazono  
日本ベンチャーキャピタル協会会長、
グロービス・キャピタル・パートナーズ マネージング・パートナー
Chairman, Japan Venture Capital Association

Managing Partner, Globis Capital Partners

鬼頭 武嗣  Takeshi Kito
クラウドリアルティ代表取締役
Founder & CEO, Crowd Realty

19WS1

関 洋二郎  Yojiro Seki
xenodata lab.代表取締役社長

19WS1

藤井達人  Tatsuto Fujii

19WS1

三菱UFJフィナンシャル・グループ デジタル企画部
プリンシパルアナリスト

九鬼 隆成  Takashige Kuki
三菱UFJキャピタル 執行役員 投資第二部長
Exective officer, Mitsubishi UFJ Capital

ガブリエル・グラブナー  Gabriel Grabner
Dieter von Holtzbrinck Ventures ベンチャーパートナー兼投資家
Venture Partner & shareholder, Dieter von Holtzbrinck Ventures

20WS2

オリバー・ドルゴッシュ  Oliver Dlugosch
Next Digital Banking NDGIT CEO兼共同創業者
CEO & Co-Founder, Next Digital Banking NDGIT

20WS2

ピッチ・ラン審査員

ピッチ・ラン審査員 ピッチ・ラン審査員

ピッチ・ラン審査員

ピッチ・ラン審査員

ピッチ・ラン審査員

ピッチ・ラン審査員

ピッチ・ラン審査員

ピッチ・ラン審査員

和田 怜  Satoshi Wada
シマント代表取締役

19WS1

伊藤 健吾  Kengo Ito
D4V合同会社ファウンディングパートナー兼 COO

COO, Founding Partner.  D4V

19WS1

吉沢 康弘  Yasuhiro Yoshizawa
インクルージョン・ジャパン取締役

19WS1

ピッチ・ラン審査員

山中 卓  Takashi Yamanaka
モバイル・インターネットキャピタル代表取締役社長
President & CEO, Mobile Internet Capital

山口 豪志  Goshi Yamaguchi
54代表取締役社長
CEO, 54

ピッチ・ラン審査員

ピッチ・ラン審査員

ピッチ・ラン審査員
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フィリップ・クリスチャン  Philipp Kristian
Fortune 500 イノベーションリーダー兼執筆者
Fortune 500 Innovation Leader & Author

22SY13

柏木 英一  Eiichi Kashiwagi
じぶん銀行代表取締役社長
President, Jibun Bank Corporation

22SY8

アラン・チャン  Alan Chang
Revolut 運営責任者
Head Of Operations, Revolut 

22SY9

朝山 貴生  Takao Asayama
テックビューロ代表取締役社長
Tech Bureau, Corp.

22SY16

マノジ・カシャップ   Manoj Kashyap 
PwC グローバルフィンテックリーダー

21SY5

岡嶋 力也  Rikiya Okajima
三菱UFJリース 新事業研究開発室長

19WS1

栗島 祐介  Yusuke Kurishima
プロトスター株式会社 代表取締役CCO

Co-Founder & Director （Community Producer）, Protostar Inc.

中垣 徹二郎  Tetsu Nakagaki
Draper Nexus Ventures 取締役社長
Managing Director, Draper Nexus Ventures

河合 秀樹  Hideki Kawai
マネーツリー 営業部長
Sales Manager, Moneytree

栗田 紘  Hiroshi Kurita
seak 創業者代表取締役
Founder / representative director, Seak

22FV3

林 千晶  Chiaki Hayashi
ロフトワーク代表取締役
Representative Director, Loftwork Inc.

19WS5 22FV5

マット・ハンコック  Matt Hancock
英デジタル担当国務大臣
Department for Digital, Culture, Media & Sport

21SY2

川崎 貴彦  Takahiko Kawasaki
株式会社Authlete 代表取締役
Authlete, Inc. FOUNDER Representative director  

20WS12

杉井 靖典  Yasunori Sugii
カレンシーポート 代表取締役
Representative director CEO, CurrencyPort Limited

19WS6

中村 仁  Jin Nakamura
お金のデザイン代表取締役社長CEO

CEO, MONEY DESIGN Co., Ltd.

19SY4

菊池 紳  Shin Kikuchi
プラネット・テーブル代表取締役
Founder / CEO, Planet Table

22FV3

油布 志行  Motoyuki Yufu

19WS5

金融庁 総務企画局 参事官（総合政策・資産運用担当）
Deputy Director-General, Planning and Coordination Bureau, 

Financial Services Agency （FSA）

五十嵐俊行  Toshiyuki Igarashi
横浜銀行
Bank of Yokohama

20WS8

加藤大希  Daiki Kato 
SCSK株式会社

20WS8

塩手一平  Ippei Shiote
日本ユニシス株式会社

20WS8

鈴木由里  Yuri Suzuki
 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業　パートナー弁護士

20WS13

柳川範之  Noriyuki Yanagawa
東京大学教授
Professor, University of Tokyo

22FV6

村井英樹  Hideki Murai 
内閣府大臣政務官
Parliamentary Vice-Minister

21SY1

山岸広太郎  Kotaro Yamagishi 
慶應イノベーション・イニシアティブ 代表取締役社長
CEO, Keio Innovation Initiative

原健一郎  Kenichiro Hara  
DCM Ventures インベストメントヴァイスプレジデント
Investment Vice President, DCM Ventures

David Geale
英 FCA 政策担当ディレクター
Director of Policy, Financial Conduct Authority, UK

21SY9

Buncha Manoonkunchai
タイ中央銀行金融技術部門上級課長

21SY11

張暁艶  
中国人民銀行インターネット金融研究センター副秘書長
Director of Comparative Finance Research Division, 

Research Institute, People’s Bank of China

Senior Director, Financial Technology Department,

Bank of Thailand

21SY11

大久保光伸  Mitsunobu Okubo
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 

シニアデジタルストラテジスト

寺東宏城  Terado Hiroshi
野村ホールディングス 金融イノベーション推進支援室 弁護士

平手佑季  Yusuke Hirate
三井住友フィナンシャルグループ ITイノベーション推進部部長代理

吉本憲文  Norifumi Yoshimoto
住信 SBIネット銀行 FinTech事業企画部長

小川久範  Hisanori Ogawa
みずほ証券 戦略調査部 ディレクター

堀新一郎  Shinichiro Hori
YJキャピタル株式会社代表取締役
CEO, YJ Capital

三輪純平  Junpei Miwa
金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室フィンテック企画調整官
Director for Fintech, Credit System Office, Financial 

Services Agency Japan

北澤 直  Nao Kitazawa
お金のデザイン COO

Money Design Co., LTD.

浅田賢  Ken Asada
インテルキャピタル インベストメントディレクター
Investment Director, Intel Capital Japan

Nikola Pavesic

Innovation Strategist, Continuum

20SY5

佐藤貴史  Takashi Sato
MS&AD インシュアランスグループホールディングス株式会社
総合企画部 ICTイノベーション室副部長・初代シリコンバレー駐在員
Venture Partner, MS&AD Holdings Corporate Planning Department, ICT 

Innovation Team, Silicon Valley Representative

20WS5

Clara Durodie
Cognitive Finance Group 創業者 CEO

Founder and Chief Executive, Cognitive Finance Group

20SY2

ピッチ・ラン審査員

ピッチ・ラン審査員

砂金 信一郎  Shinichiro Isago
LINE プラットフォームエバンジェリズムチーム マネージャー
Platform Evangelism Team Manager, LINE

浅田 慎二  Shinji Asada
Japan Head, salesforce.com, inc. / Salesforce Ventures 

小川 剛  Tsuyoshi Ogawa
クールジャパン機構 シニアディレクター
Senior Director, Cool Japan Fund Inc.

矢澤 麻里子  Mariko Yazawa
Plug and Play Japan株式会社、取締役 Venture Partner 

Venture Partner, Plug and Play Japan

和田 圭祐  Keisuke Wada
インキュベイトファンド 代表パートナー
General Partner & Co-Founder, Incubate Fund

ピッチ・ラン審査員

ピッチ・ラン審査員

ピッチ・ラン審査員

ピッチ・ラン審査員

ピッチ・ラン審査員

関口 和一  Waichi Sekiguchi
日本経済新聞社 編集委員
Nikkei, Inc. Senior Staff Writer

山田 康昭  Yasuaki Yamada
日本経済新聞社 ゼネラル・プロデューサー
Nikkei, Inc. General Producer

ピッチ・ラン審査員

ピッチ・ラン審査員

ピッチ・ラン審査員

ピッチ・ラン審査員

石井大地  Daichi Ishii  
合同会社 RSIファンド 1号（株式会社リクルートホールディン
グス完全子会社） シニアヴァイスプレジデント
Senior Vice President, RSI Fund 1
ピッチ・ラン審査員

アイデア・キャンプ

アイデア・キャンプ
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STARTUPS 近年、新しい事業を生み出すために大手企業が外部のスタートアップとの連携を深める“オ
ープンイノベーション”が普及しています。こちらでは、オープンイノベーションに大きく貢献し、
フィンテック分野の成長を加速させるスタートアップ企業様をご紹介します。

PITCH RUN

Asset Algo （Singapore）
Vinish Ramanathan Seetharaman

ピッチラン登壇スタートアップ

金融機関向け資産管理ソリューション（ロボアドバイザー）
Wealth management solutions for financial institutions. Robo Advisor.

www.assetalgo.ai

PITCH RUN

PITCH RUN

SHOWCASE（新丸ビル９F） 参加スタートアップSHOWCASE

ChromaWay （Israel）
Henrik Hjelte
ブロックチェーンを用いたスマート・ワークフロー
Smart Workflow Platform using blockchain

http://www.chromaway.com

PITCH RUN

Chynge （Singapore）
Joe Tusin
AIを用いた海外送金の不正検出ツール。RegTech

Chynge makes Cross-Border Payments Safe with our AI

www.chynge.com

PITCH RUN

Finantix （UK）
Ralf Emmerich
次世代のテクノロジーを用いた生命保険アドバイス
Bringing next-generation technologies to life & health insurance advice.

www.finantix.com

PITCH RUN

Gatecoin （Hong Kong）
Aurelien Menant
仮想通貨およびブロックチェーントークンの取引所
Cryptocurrency and blockchain token exchange

http://gatecoin.com/

PITCH RUN

Health2Sync （Taiwan）
Ed Deng
ヘルスケアプラットフォーム。糖尿病管理アプリ
Healthcare platform. App for diabetes care through personalization & analytics.

https://www.health2sync.com/ja/

PITCH RUN

I Know First（Israel）
Yaron Golgher
AIを用いた投資機会の選定（株式予測と投資管理）
AI-based stock forecasting and investment management

https://iknowfirst.com/

PITCH RUN

MyCash Online （Malaysia）
Mehedi Hasan Sumon
移民労働者のための eマーケットプレイス。銀行口座不要の送金・決済
e-Marketplace designed for Migrant workforce

https://mycashmy.com

PITCH RUN

NEXT DIGITAL BANKING （NDGIT） （Germany）
Oliver Dlugosch
金融機関向け APIプラットフォーム
API platform for Financial institutions

www.nextdigitalbanking.com

PITCH RUN

Ocean Freight Exchange （Singapore）
John Hahn
ばら積み船、タンカー、ガス船のマーケットプレイス
Marketplace for dry bulk, tanker, and gas vessels. 

www.theofe.com

PITCH RUN

Opportunity Network （UK）
Brian Pallas
CEOや個人投資家を対象とするコミュニティ
Community for qualified CEOs and private investors.

www.opportunitynetwork.com

PITCH RUN

OptioPay （Germany）
Marcus Börner
個人間送金の支払ソリューション
Payment solution to transfer money between individuals

www.optiopay.com

PITCH RUN

PolicyPal （Singapore）
Val Yap
AIを用いた保険アドバイザー
AI Driven Insurance Advisor

www.policypal.com

PITCH RUN

Qwikwire （Philippines）
Ray Edison Refundo
企業向け海外送金プラットフォーム
International payments platform for enterprises.

https://property.qwikwire.com/

PITCH RUN

Shift Financial （US）
Meg Nakamura
クレジットカード発行 APIプラットフォーム
API platform to issue （white-label） Visa and Mastercard branded cards

https://www.shiftpayments.com/

PITCH RUN

Tradle （UK）
Gene Vayngrib
金融機関向けブロックチェーンを用いたKYC（顧客確認）
KYC on blockchain

https://tradle.io

PITCH RUN

wilov （France）
Pierre Stanislas
都度払いの自動車保険。Insurtech（保険テック）
Insurtech offering the 1st "Pay When You Drive" product

https://www.wilov.com

PITCH RUN

Better Trade Off （Singapore）
Robert Lonsdorfer
重要な財務の意思決定を可能にする直感的なソリューション
An intuitive solution to make important financial decisions.

www.bettertradeoff.com

Darktrace （UK）
Nicole Eagan
企業向けサイバーセキュリティ
Enterprise Immune System

https://www.darktrace.com/

DivDoc （UK）
Paul Dunscombe
RegTech （規制テック）のプラットフォーム
RegTech （regulation+technology platform）
www.divdoc.me

Exports Manager （UAE）
John Doxaras
欧州、中東、アフリカ、アジアの食品と飲料のマーケットプレイス
Food and beverage marketplace in EME/APAC on hyperledger.

https://exportsmanager.com/

Money Mover （UK）
Hamish Anderson
中小企業向け海外送金プラットフォーム
Revolutionary international payments service for SME

https://www.moneymover.com/

Ohalo （UK）
Kyle DuPont
データガバナンスのリスクを低減し、事業を加速させるデータ管理
Data management to derisk data governance and drive business

www.ohalo.co

Wirex Limited （UK）
Pavel Matveev
ブロックチェーンを用いたパーソナルファイナンス
Global leader in blockchain personal finance

https://wirexapp.com

シナモン Cinnamon （Japan）
平野 未来
人工知能を活用した文書読み取りエンジン Flax Scanner

Auto-documentation tool using AI

http://cinnamon.is/

PITCH RUN

PITCH RUN

ペイミー Payme （Japan）
後藤 道輝
ミレニアム世代の給与前払いサービス
Salary prepayment service for Millennials

http://payme.tokyo

PITCH RUN

Global Mobility Service  （Japan）
中島 徳至
ファイナンスの与信補強を実現し、低所得者にローン・リースを提供
Credit supporting system for low-grade auto loan and lease

http://www.global-mobility-service.com/

PITCH RUN

STOCKPOINT  （Japan）
大越 信幸
株価連動ポイントを通じて、企業と生活者の新しい関係をつくる
Shopping award points linked to stock price of producer

https://www.stockpoint.co.jp/

PITCH RUN

CAMPFIRE  （Japan）
家入 一真
フレンドファンディングpolcaとCAMPFIREレンデイング
Friend Funding polca and CAMPFIRE lending

https://camp-fire.jp

PITCH RUN

TenX （Singapore）
Toby Hoenisch
デジタル通貨をいつでもどこでも使用可能に
Making cryptocurrencies instantly spendable.

http://www.tenx.tech/

PITCH RUN

SnapSwap International （Luxembourg）
Denis Kiselev
即時使用可能な金融機関向け RegTechソリューション
“Plug and Play” FinTech and RegTech solutions to financial institutions.

www.snapswap.eu

PITCH RUN

SHOWCASE

SHOWCASE

SHOWCASE

SHOWCASE

SHOWCASE

SHOWCASE

SHOWCASE

SHOWCASE

SHOWCASE

SHOWCASE

SHOWCASE

SHOWCASE
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Warrantee （Japan）
庄野 裕介
必要な時だけかけられるオンデマンド型保険「WarranteeNow」
"Warrantee Now" On demand insurance

https://wnow.jp

PITCH RUN

FOLIO （Japan）
甲斐 真一郎
テーマでえらぶ、新しい投資
New genre of investment based on theme

https://folio-sec.com/

PITCH RUN

野村総合研究所  Nomura Research Institute （Japan）
倉澤 孝明
仮想通貨のシェアリング投資サービス
Crowdfunding service using virtual currency

https://www.nri.com/jp/

PITCH RUN

AnyPay（Japan）
木村 新司
オンライン決済サービスAnyPayとわりかんアプリpaymo

Online payment service "AnyPay" and Dutch payment app "paymo"

https://corp.anypay.jp/

PITCH RUN

ココペリインキュベート  KOKOPELLI incubate （Japan）
近藤 繁
企業と銀行をつなぐAIコミュニケーションプラットフォーム
AI communication platform linking nonfinancials and banks

https://kokopelli-inc.com/

PITCH RUN

https://kokopelli-inc.com/

Plus A （Japan）

農業向けフィンテック・サービス
Fintech Service for agriculture

PITCH RUN

FP-MYS  （Japan）
工藤 崇
相続・贈与プラットフォームYOURS

Inheritance and gift platform YOURS

http://fp-mys.com/

ALT  （Japan）
岡本 浩一郎
スモールビジネス向けオンラインレンディング
Onlline lending for small businesses

http://www.alt-kk.co.jp/

BrainCat  （Japan）
中村 貴一
非正規労働者用の有給休暇制度をP2Pの互助の仕組みで実現
P2Pmutual aid system for vacation pay for non-salaried employees

http://www.braincat.live/

財産ネット  （Japan）
荻野 調
Phantom AI チャットボット
Phantom AI Chatbot

https://zaisan.net/

justInCase  （Japan）
K. H.
P2P及びオンデマンド保険
P2P and on demand insurance

www.justincase.jp

クラウドリアルティ  （Japan）
鬼頭 武嗣
Real Estate Equity Crowdfunding

Crowdfunding for Real Estate Equity 

https://www.crowd-realty.com/

Keychain  （Japan）
Jonathan Hope
改ざん不可能な出退勤簿と給与債権管理
Unfalsifiable Payroll record and payroll loan

http://keychain.jp

アイリックコーポレーション  （Japan）
勝本 竜二
ロボアドバイザー保険版の開発・提供
Robo Advisor for insurance developer and provider

http://www.irrc.co.jp/company/

ＦＡＳコンサルティング   （Japan）
中村 裕紀、長谷川 卓也
スコアリングによる完全自動M&Aマッチングサイト
Scoring based Auto M&A matching site 

http://www.fas-consulting.jp

MFS  （Japan）
中山田 明
日本初の住宅ローンクレジットスコア「モゲスコア」
Japan’s first mortgage credit scoring system "Mogescore"

http://www.mortgagefss.jp/

リコノミカル  （Japan）
鴨林 広軌
金融・経済情報と日常生活を簡単につなぐサービス
Connecting financial and economic information to our daily lives

https://reconomical.co.jp/

Good Moneyger  （Japan）
清水 俊博
金融リテラシーを自動判定し、適切な教育コンテンツを提供
Auto evaluation of financial literacy to provide right level contents

https://vesta.onl/

enigma  （Japan）
小口 敦士
勤怠打刻データなどをもとに、従業員に給与前払いするシステム
 Prepaid payroll system based on time card data

https://www.enigma.co.jp/

Liquid  （Japan）
久田 康弘
生体認証・空間認識エンジン「LIQUID」を活用した指紋決済
Fingerprint payment "LIQUID" using Biometric and spatial authentication

https://liquidinc.asia/

JMR Infotech Japan  （Japan）
合田 真
金融・保険業界で金融リスクに対応するシステム「STOCHAc」
Risk evaluation system "STOCHAc" for financial and insurance industries

https://www.jmrinfotech.com/

Authlete  （Japan）
川崎 貴彦
銀行APIの基盤技術、OAuth 2.0の実装提供クラウドサービス
Technology for bank API, OAuth and openID provider on cloud

https://www.authlete.com/

ジーフィット  （Japan）
浦島 伸一郎
シストレアプリのクラウド運用サービス
Systrade Cloud:Cloud based System Trading application

www.gfit.co.jp

ハタプロ・ロボティクス  （Japan）
伊澤 諒太 
Fintechと IoT通信を活用した手乗りサイズ AIロボット
Palm sized AI Robot "Zukku" utilizing Fintech and IoT

http://hatapro.co.jp/group/robotics/

インターメディア研究所  （Japan）
吉田 健治
金融決済から本人認証まで低コストで提供できる新技術
Low cost technology for FinTech and personal authentification

www.im-lab.com

KIZUNA  （Japan）
津﨑 桂一
生命保険会社向けチャネル改善システムKIZUNA bot

"Kizuna" bot system to improve sales channel for life insurance cos.

http://youu.co.jp/

スマートアイデア  （Japan）
江尻 尚平
金融機関の登録フォームを改善する「ロボバーチャルアシスタント」
"Robo Virtual Assistant" to improve registration forms 

smart-idea.jp

ロボット投信  （Japan）
野口 哲
金融の「読む・書く・話す」を自動化する資産運用フィンテック
Automating customer communications for financial firms 

https://robotfund.co.jp/

BankEx  （Russia）
Igor Khmel
サービスとしての銀行とブロックチェーンの統合
Bringing bank-as-a-service and blockchain to transform capital markets

https://bankex.com/

シマント SImount （Japan）
和田 怜
FinTech版Asset Based Lending：在庫ファイナンス
FinTech based asset backed lending for Inventory Finance

http://www.simount.com

PITCH RUN

Kyash  （Japan）
鷹取 真一
かんたん送金、そのまま使える 無料送金アプリ Kyash

"Kyash" free application for money transfer"

https://kyash.co/
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アソシエイトパートナー

シルバーパートナー

ゴールドパートナー

後援

プラチナパートナー

スペシャルパートナー

参加企業一覧

コミュニティーパートナー

［編著］日本経済新聞社編集企画センター FIN/SUM事務局　［編集責任者］山田康昭　［編集］小川迪裕　［アートディレクション］直井薫子（ IDEASKETCH）　［デザイン］清水彩香　［FIN/SUM事務局］西本綾子、上田敬、木村貴、矢後衛、金沢浩明、
上原忠彦、竹川潤一、中島寛人、山口真人、加納佳之　［問い合わせ先］〒100-8066 東京都千代田区大手町1-3-7 日本経済新聞社内10階　FIN/SUM事務局　info@ finsum.com　文章・画像等の内容の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。

このFIN/SUM WEEK 2017が開催できたのは、こちらでご紹介する皆様のご協力があってこそ。感謝
の意とともに、同イベントに出展・参加する企業様を一堂にご紹介します。フィンテックを通して、日本の
将来が明るくなることを願い、その原動力となれるようFIN/SUM WEEK 2017を盛り上げてまいります。


