
日経BP 読者サービスセンター行
年中無休・24時間受付 申込受付専用  9：00〜22：00・年中無休

携帯・PHSからは03-5696-6000

0120-21-0546

お名前
（姓）

※必ず個人名（フルネーム）をご記入ください。

（セイ）

フリガナ

性　別
1. 男性
2. 女性 歳

年　齢（メイ）（名）

□勤務先（上記ご記入の住所が勤務先の場合□を） ※マンション・ビル名、様方、部屋番号等も必ずご記入ください。

「日経FinTech購読者限定サービス」に登録させていただきます。メールア
ドレス（携帯電話は除く）を必ずご記入ください。ハイフン（−）やアンダー
バー（＿）など間違えやすい記号や文字をわかりやすくご記入ください。

内 線

フリガナ

ご住所

お勤め先名 所属部署名

自宅電話

@

勤務先電話

Eメール
アドレス

〒105-8308 東京都港区虎ノ門4-3-12  読者サービスセンター　電話 03-5696-1111（土日祝日・年末年始を除く月〜金 9時〜17時）

購読期間・料金 1年（12冊）：498,000円（税込）日経FinTechを申し込みます。

商品のお届け先情報をご記入ください。（枠内の全項目にもれなくご記入ください）

03-5696-3311
https://tech.nikkeibp.co.jp/sp/nft/

FAX 電　話

インターネット

【日経FinTechの定期購読のご契約について】
●「日経FinTech」は事業者向けサービスです。読者は本サービスを自己の事業のために利用いただくものとします。
●「日経FinTech」は年鑑、月刊ニューズレター、読者限定Webサイト、読者限定メールマガジン、読者限定イベントを提供するサービスです。●ニューズレターの購読期間は原則、毎年4月号（4月発行）から翌年3月号（3月発行）までと
なります。●「年鑑」は4月に1冊、6月に1冊（合計2冊）発行します（発行月は予定）。お申込受付順に発行済みの年鑑をお送りいたします。●年度途中のお申し込みの場合、既に発行済みのニューズレターはバックナンバーとして初
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のお申し込みの場合も購読料金は変わりません [1年（12冊）：498,000円（税込）]。●本サービスを中途解約された場合、解約による購読料金の返金はございません。あらかじめご承諾の上、お申し込みください。●本サービスはお申
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FinTech分野のキーテクノロジー、ブロックチェーンに特化した特
別講座。 基礎知識から応用、設計、導入に至る注意点、そしてビジ
ネスモデルを考えるワークショップまで、全5回の講義で理解を深
めます。

金融庁、経済産業省をはじめ、国内・海外の金融機関、事業会社、
有望スタートアップが一挙登壇！
終日のカンファレンスとネットワーキングパーティーで、最新の知見
を得るとともに交流を深める場をご用意します。

読者無料 あの業界も動き始めた
新たな金融テクノロジーが

あなたのビジネスにインパクトを与える

日本唯一のFinTech専門情報誌

必聴のセミナー、イベントが続 ！々
6/24
開講

6/26
開講

ブロックチェーン
徹底攻略講座

Nikkei FinTech 
Conference 
2019～基礎から実用化への道のりを5日で習得～
～消えゆく境界、再加速する革新の波～



勃興期を脱した
FinTech革命。
金融イノベーションは
全産業を覆い尽くす。

◎近鉄グループホールディングス、デジタル地
域通貨「近鉄ハルカスコイン」の第2回社会実
験を実施へ（2018年9月7日）

◎南海電鉄が「Alipay」「WeChat Pay」導
入、駅窓口での導入は日本初（2018年6月28日）

鉄道業界

◎LINEが銀行参入へ、みずほと組み2020年
の開業目指す（2018年11月27日）

◎GMOあおぞらネット銀行が始動、オープン
APIの取り組みも加速（2018年7月17日）

IT業界

◎大和ハウス工業、キャッシュレス決済のロイヤ
ルゲートを子会社化（2018年4月27日）

◎ハウスドゥの金融子会社、オートローンの
Global Mobility Serviceと業務提携

（2018年4月19日）

住宅・建設業界

◎NTTドコモと東京海上日動、保険レコメンド
サービスを2019年にも開始（2018年10月11日）

◎KDDIが金融持ち株会社を設立、じぶん銀行
を子会社化しカブドットコム証券に出資も（2019

年2月12日）

通信業界

◎東京海上日動が生体認証技術のLiquidに出
資、資本業務提携を締結（2018年6月28日）

◎MS＆ADインシュアランス、スタートアップに
投資するCVCをシリコンバレーに設立（2018年

10月10日）

◎日本生命、LIFULL FinTechの一部事業を
分社化したLHLの全株式を取得（2018年12月

20日）

保険業界

◎三菱UFJフィナンシャル・グループ、高速・大
容量の新型ブロックチェーン技術をAkamaiと
開発（2018年5月21日）

◎三井住友フィナンシャルグループ、「FinTech
実証実験ハブ」でのAI適用検証を完了（2018年

8月1日）

◎みずほフィナンシャルグループが香港政府全
額出資の2組織と提携、スタートアップ支援へ

（2018年11月1日）

メガバンク

◎クレディセゾン、東南アジアの配車最大手
Grabと提携し個人向け融資事業に参入（2018

年3月5日）

◎三井住友カードが非決済事業に意欲、海外旅
行メディア運営業者と実証実験（2018年8月21

日）

◎JCBが弥生会計シリーズとの間でAPI連携
を開始（2018年7月17日）

クレジットカード業界

◎セブン・フィナンシャルサービスが新会社、ス
マホ決済に参入へ（2018年6月21日）

◎ローソン、2018年度内に100店舗でセル
フ決済の実証実験へ（2018年8月24日）

小売・流通業界

◎横浜銀行、コールセンターでの会話をテキス
ト化する実証実験を開始（2018年4月9日）

◎千葉銀行が定型業務をRPAで自動化、年間
3680時間分の業務を削減（2018年4月25日）

◎ふくおかフィナンシャルグループ、「Wallet+」
のダウンロードが累計60万件を突破（2018年

12月25日）

地方銀行

再構築される金融業界。
あらゆる企業に商機。

2 3

銀行とスタートアップ、保険と通信、クレジットカードとメディア・・・。ブロックチェーンやAI、クラウドといった

ITテクノロジーを媒介に、既存の業種や業界の壁を越えた企業間連携が加速している。

流通や運輸、建設など、異業種による金融サービスへの参入も本格化する中、将来、金融インフラの覇権を

握るのはどの企業か。それはどんなサービスなのか。あらゆる企業がフィンテックと無縁ではいられない時代に。
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2020年 2023年 2025年

革新は第二幕へ
業界の垣根を超えた競争が
金融の未来を作る

金融を取り巻く環境が様変わり！2025年に向け、動きがさらに加速する

検証期から実用期へ
FinTechによるイノベーションは
2019年からが本番

　金融業界の潮目が変わり始めたと感じる

人が多いのではないでしょうか。2018年後半

以降、まるで示し合わせたかのように続 と々、

異業種のビッグプレーヤーたちが本気で金

融の世界に足を踏み入れています。

　ソフトバンクとヤフーの合弁会社である

PayPayは、インターネット業界に「Yahoo! 

BB」を持ち込んだ2000年代初頭さながら

に、決済領域で大攻勢をかけています。2度

にわたる大規模キャンペーンの総額は200億

円。従来の金融業界では考えにくい規模で

す。巨大な顧客接点を抱えるLINEは、銀行

業への参入を表明。7900万人に及ぶ月間利

用者数を獲得してきたUI/UXを武器に、本

格的なスマホバンキングの構築を掲げます。

　この潮流は2019年も止まりそうにありませ

ん。KDDIは金融持株会社を設立。同年4月

にじぶん銀行の子会社化やカブドットコム証

券への出資に踏み切るなど、金融事業拡充

に向けてギアを入れ替えています。フリマアプ

リを手掛けるメルカリの子会社メルペイも決

済サービス「メルペイ」を投入しました。これ

らの企業を特別な存在と捉えるのは無理が

あります。今後、一定の顧客基盤を抱える企

業が雪崩を打って後に続くとみるのが自然で

しょう。呼応するかのように、法規制面でも緩

和への機運が高まっています。政府は、新し

い送金業者の枠組みを新設することを検討

しています。従来、銀行口座に限定されてい

た給与支払いを電子マネー口座などに拡充

する議論も進んでいます。

　金融業界と異業種を隔ててきた境界は

急速に曖昧になっています。金融機関が望

むと望まざるとにかかわらず、金融サービスの

「オープン化」が加速し、競争は激しさを増

すはずです。

　企業間の競争は、商品やサービスを進

化させ、金融の未来を形作るために欠かせ

ない要素。金融・非金融の垣根を越えた競

争は、金融サービスを享受する個人・法人に

とっても基本的に歓迎すべきものです。ただ

し、競争は健全でなければ意味がありません。

　FinTechのトレンドが引き起こした金融革

新は、第二幕に入ろうとしています。創刊から

4年目に入った日経FinTechは、これまで以

上に異業種の動きを追いかけると共に、健全

な競争環境が醸成されているかにも注意深

く目を配ります。2019年度もご期待ください。

日経FinTech編集長
岡部一詩

（記事本数）

みずほフィナンシャルグループ

がスマホ決済「J-Coin Pay」の

発行を開始

消費増税スタート。中小店舗で

のポイント還元導入

給与を電子マネーなど各種資金

移動業のサービスで受け取れる

特区が東京都などに誕生

キャッシュレス推進協議会による

統一QRコード規格が完成

全国各銀行がオープンAPIを本

格始動。様々なFinTech企業が

連携サービスを開始

東京五輪開幕。選手村や周辺地

区で先端キャッシュレス決済が

実現

LINEが手掛ける新銀行が営業

開始。キャッシュカードなしの新

しいサービスを提供

三菱UFJフィナンシャル・グルー

プが全516店舗のうち70〜

100店舗のセルフ化を完了

全国のキャッシュレス決済比率

が40％を突破。様々な店舗でク

レジットカードなどが利用可能に

2013

日経テレコンで「日本経済新聞」「日経産業新聞」「日経MJ」「日本経済新聞電子版」を対象に「フィンテック」を含む記事の本数を調べグラフ化した。
2019年以降は日経FinTechの予測。
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 オリンピックが迫る。
 消費税率が上がる。

FinTech業界は
変革のまっただ中！

検証期

実用期
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日経FinTechが選 ばれている理由

「Nikkei FinTech Conference 2018」のプログラム

2019年、新講座を開講します！

これまでに開催した「Exclusive Seminar」のタイトル

講演種類  講演タイトル  登壇者

基調講演
フィンテックの進展に応じた金融行政の取
組みについて

金融庁　信用制度参事官　井上 俊剛 氏

特別招待講演 Coinbaseが推進するプラットフォーム戦略 Coinbase　Director, Global Business 
Development　Sam Rosenblum 氏

パネル
ディスカッション

3メガバンクが見通す金融革新の収穫

Japan Digital Design　代表取締役 CEO　
上原 高志 氏、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 副部長　永原 俊光 氏、
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 副部長 兼 
Blue Lab シニアデジタルストラテジスト　
柿原 愼一郎 氏

特別講演
中央銀行の視点からみたFinTechの未来展
望2018

日本銀行　決済機構局長　山岡 浩巳 氏

パネル
ディスカッション

地銀が仕掛ける新たな共同システム

岩手銀行　システム部 副部長　関村 淳哉 氏、
日本IBM　インダストリー・ソリューション事業開発
ブロックチェーン・ソリューションズ 担当部長　
川村 篤史 氏

クロージング
セッション メルカリが描くエコシステムの未来 メルカリ　取締役社長兼COO　小泉 文明 氏

スタートアップ
ピッチバトル

Nikkei FinTech Startups Awards 
2018

（スタートアップ企業による先端サービス、技術、
製品のピッチバトル）

特別対談 『20億人の未来銀行』著者が語るFinTech
の潜在力 日本植物燃料　代表　合田 真 氏

ネットワーキングパーティー

日本全国でキャッシュレスの
かけ声が高まっているが、クレ
ジットカード業界の裏側をの
ぞくと様々な課題が内在して
いることをひもとく

FinTechが企業間取引の現
場で起こしているイノベーショ
ンを紹介。資金調達の手法が
激変し、商流が変わる様子を
ルポする

銀行間をつなぐ全銀ネットが
24時間365日化。ただ、日本
の銀行業界全体が抱える課題
が根本的に解決されるわけで
はない点を追求する

各銀行がオープンAPIにどの
ような温度感で取り組んでい
るかをみていくと同時に、あま
り語られてこなかった様々な
課題を浮き彫りにする

高い将来性が期待されている
ブロックチェーンについて、最
新の国内事例などを踏まえて、
等身大の実像を浮き彫りに
する

政府が旗を振る情報銀行の
現状を俯瞰。その可能性をひ
もとき、金融機関にもたらすイ
ンパクトの大きさや商機の有
無を見通す

悲願だった銀行業への参入を
果たしたGMOインターネットグ
ループが、金融業界で影響力
を日に日に増している現状を
分析する

約7800万人もの月間利用者
を抱えるLINEが銀行業への
参入を表明。金融業界はどう
迎え撃つべきかを精緻に分析
する

世界に先駆けて仮想通貨を
推進した金融庁。ただ相次い
だ巨額流出事故によって行政
が停滞しているとの声もある。
その是非を問う

テクノロジーを武器にした新
しい地域通貨が登場。それを
道具として使って、自治体や
地域金融機関が独自の経済
圏を築く動きを追う

※2018年7月2日開催。所属、肩書等は登壇当時のものです。

詳しくはP.12もご覧ください

●銀行法改正を徹底解説〜銀行とIT企業に生まれるチャンスとは？
●米Boxのアーロン・レヴィCEOが語る「金融機関とクラウド」
●世界中の金融機関を魅了するイスラエルFinTech
●金融×AIが起こすインパクトの真実
●中国のFinTechで何が起きているのか
●メガバンク×銀行API〜現状の取り組みと展望を徹底解説
●ブロックチェーン技術俯瞰、ビットコインの分裂騒動を学ぶ
●金融機関のためのUI/UX講座 Google Venturesが採用する「デザインスプリント」とは
●2年連続銀行法改正を徹底解説 銀行のオープンAPI提供がもたらすインパクト

●Ripple Solutionの全貌〜銀行間決済はどう変わるのか
●注目を集めるICO、仕組みと影響を徹底解説
●地銀アンケート調査から読み解くAPI公開の課題と展望
●勘定系も担うクラウドサービス 金融業界はどう向き合うべきか
●最新調査からひもとく世界のFinTech投資動向
〜数字でひもとく台頭するアジアの現状、日本の実力値〜
●飛騨信用組合「さるぼぼコイン」は地域に何をもたらしたか
●日本版サンドボックスの全貌
●データが浮き彫りにする仮想通貨の真実

充実のコンテンツ 贅沢な講座群

FinTech業界で勝ち抜くための「先を見通す目」が自然と磨かれる特集記事。
毎号、最新トレンドに合ったテーマについて、
専門記者が現状を分析。独自のオピニオンも展開。

FinTech業界の最先端を走る豪華な講師陣による数々のイベント。
終日開催の「カンファレンス」で業界動向を一気に学び、
短時間集中型の「セミナー」でタイムリーな話題をいち早くキャッチアップ。

これまでにお届けした「月刊ニューズレター」の特集を
一部ご紹介します。

◆2018年4月号
◆2018年5月号
◆2018年6月号
◆2018年7月号　
◆2018年8月号　
◆2018年9月号　
◆2018年10月号
◆2018年11月号
◆2018年12月号
◆2019年1月号

決済業界リストラの時
ふぞろいの銀行たち

ブロックチェーンの罪
GMOの野望

金融庁の苦悩
巡り始めた血流
錆び付いたAPI

情報銀行の乱
LINE新銀行の震度

意思を持つ通貨

ブロックチェーン
徹底攻略講座

FinTech分野のキーテクノロジー、ブロックチェーンに特化した特別講座。
基礎知識から応用、設計、導入に至る注意点、そしてビジネスモデルを考え
るワークショップまで、全5回の講義で理解を深めます。
■読者無料　■6月24日開講

NEW

創刊3周年
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FinTechに関する  業務を360度サポート
FinTech業界の関連情報を網羅した大事典 豪華な講師陣が集結、最先端の情報をリアルに発信

有力スタートアップ企業のプロフィルを調査・収載
独自の視点でFinTech業界の今を伝える

ア
ナ
ロ
グ
で
も

デ
ジ
タ
ル
で
も

FinTech世界年鑑 2019-2020 セミナー＆カンファレンス

FinTech世界スタートアップ
企業データベース1200 2019-2020

月刊ニューズレター

書籍 リアル

書籍 雑誌

Web Web

Web Web

FinTechに取り組む国内の金融機関や企業、官公庁の動向をカバーするとともに、世界各国で進む金融革命の最
新事情もたっぷりと紹介します。関連する法律やブロックチェーンを始めとするFinTechテクノロジーの全貌も詳し
く解説。全項目について加筆・修正を行い内容を一新。新たな項目も追加し更にグレードアップしました。
■2019年4月発行　■専用バインダー方式・A4変型判、約1000ページ

「FinTech世界年鑑 2019-2020」の全文（HTML形式）を読者限定サイトで
閲覧いただけます。サイトへの掲載は5月頃を予定しています。

開催したセミナーの動画を、後日、読者限定サイトで閲覧い
ただけます。

月刊ニューズレターの記事（HTML形式）は読者限定サイト
でも閲覧いただけます。

「FinTech世界スタートアップ企業データベース1200 2019-2020」の全文（HTML形
式）を読者限定サイトで閲覧いただけます。サイトへの掲載は7月頃を予定しています。

業界のフロントランナーを講師として招き、様々な角度からFinTechが抱える課題や今後の展望を浮き彫りにする
「Nikkei FinTech Conference」や、個別テーマについて2時間で学べる「Exclusive Seminar」を開催。ブ
ロックチェーンに特化した新講座も開講します。質疑応答の時間では、疑問を講師に直接ぶつけることができます。
■読者無料　■年4回以上、随時開催（予定）

独創的な技術やアイデア、ノウハウを武器に金融イノベーションに挑むFinTechスタートアップ企業に関するデー
タベース。代表者名や住所、提供サービスといったプロフィルはもちろん、資金調達状況や出資元などのファイナン
ス情報も紹介。新たなパートナー候補企業を探したり、各国の事情を学んだりするのに役立つ一冊です。
■2019年6月発行予定　■専用バインダー方式・A4変型判、約400ページ（予定）

“秒進日歩”で激変し続けるFinTech業界の今が分かる紙媒体。独自視点による特集記事だけでなく、ケーススタ
ディや注目のスタートアップ企業を毎号紹介。技術や法律の最新トレンドに関する連載記事や、海外動向をコンパク
トにまとめたコラムなどをお読みいただけます。
■毎月28日発行・年12冊　■A4変型判、約28ページ

業務に必要な
知識を

整理・習得したい

詳しくはP.10-11も
ご覧ください

詳しくはP.7,12-13も
ご覧ください

業界の最前線の
動きを短時間で

吸収したい

独自の技術を持つ
パートナーを

探したい

詳しくはP.6も
ご覧ください

いま知っておくべき
トピックを
把握したい

詳しくはP.11も
ご覧ください

あらゆるメディアで
情報発信

※商品のデザインや内容等は変更になる場合があります。予めご了承ください。

2冊の年鑑とニューズレター、セミナー、Webサイトで最前線の動きをいち早く、  詳しくお伝えします。
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FinTech世界年鑑
2019-2020

FinTech世界スタートアップ
企業データベース1200 
2019-2020

FinTech業界の関連情報を網羅した
1000ページの大事典

日本と海外のスタートアップ企業に直接アクセス

■2019年4月発行 
■専用バインダー方式・A4変型判、約1000ページ

■2019年6月発行予定  
■専用バインダー方式・A4変型判、約400ページ

キーパソンが、今後のFinTech業界の主な
出来事を予測。市場の行方を占う

日本の主要な金融機関やクレジットカード会社、
ネット企業、FinTech企業など、FinTechで
新たなビジネスを創造しようと挑む各社の具
体的な取り組みを追う。

FinTechスタートアップの勃興が著
しい国や地域で評価を得つつある
企業を厳選。約1200社を紹介

新銀行、証券、保険、決済/決済代行、送金、融資、信用評価、
ブロックチェーン、仮想通貨/電子マネー、ロボ・アドバイザー、ク
ラウド会計、バックオフィス最適化ツール、個人資産管理（PFM）、
人工知能、ビッグデータ解析、認証、セキュリティ、自動運転、クラ
ウドファンディング、ソーシャルレンディング、CLO、メディア/コン
サルティング、KYC、外為、その他

●米国
●英国
●EU（欧州連合）

日経FinTech編集部が、FinTechの「今」
を切り取り解説。ここを読めばFinTechの
動向を短時間で学習できる　

 【2020年に向けた展望】
●野口 悠紀雄
　早稲田大学  ビジネス・ファイナンス研究センター顧問
●永井岳彦
　経済産業省 消費・流通政策課 課長
●副島 豊
   日本銀行 決済機構局 FinTechセンター長
●岩下 直行
   京都大学 公共政策大学院 教授
●瀧 俊雄
   マネーフォワード 取締役 兼 マネーフォワード
    Fintech研究所長     

 【取り上げる国や地域】  【カバーしているカテゴリー】

 【メガバンク】
●三菱UFJフィナンシャル・グループ
●三井住友フィナンシャルグループ
●みずほフィナンシャルグループ

 【概論】
●エグゼクティブサマリー
●世界のFinTech市場

 【トレンド】
●銀行業界のトレンド
●証券業界のトレンド
●保険業界のトレンド
●クレジットカード業界のトレンド
●行政のトレンド
●法規制のトレンド

第1章 識者による展望

第3章 日本の動向

第2章 概論

●りそなホールディングス

 【地方銀行】
●横浜銀行
●ふくおかフィナンシャルグループ
●千葉銀行
●西日本シティ銀行
●広島銀行
●山口フィナンシャルグループ
●百五銀行
●紀陽銀行
●鹿児島銀行
●北國銀行
●岩手銀行
●沖縄銀行

 【信用組合・信用金庫】
●飛驒信用組合
●君津信用組合
●西武信用金庫

 【インターネット銀行】
●SBIホールディングス
●ソニー銀行
●ジャパンネット銀行
●じぶん銀行

 【その他銀行】
●セブン銀行
●イオンフィナンシャルサービス
●楽天グループ
●新生銀行グループ

 【証券会社】
●日本取引所グループ
●野村ホールディングス
●大和証券グループ本社
●マネックスグループ
●松井証券
●カブドットコム証券

 【保険会社】
●東京海上ホールディングス
●MS&ADインシュアランスグループ
   ホールディングス
●SOMPOホールディングス
●日本生命保険
●第一生命ホールディングス
●住友生命保険

●明治安田生命保険

 【クレジットカード会社】
●クレディセゾン
●三井住友カード
●三菱UFJニコス
●オリエントコーポレーション
●ビザ・ワールドワイド・ジャパン
●Mastercard 
●ジェーシービー

 【通信事業者】
●NTTドコモ
●KDDI
●ソフトバンクグループ

 【システムインテグレーター】
●NTTデータ
●日本IBM
●富士通
●日立製作所
●NEC
●野村総合研究所
●TIS
●日本ユニシス
●電通国際情報サービス
●TKC

 【その他】
●GMOインターネットグループ
●リクルートグループ
●ヤフー
●オリックス
●デジタルガレージグループ
●LINE
●マネーフォワード
●メルカリグループ
●近鉄グループホールディングス
●サツドラホールディングス
●ハウステンボス
●エス・エム・エス

 【FinTech企業】
●日本のスタートアップ企業
   freee、FOLIO、One Tap BUY、ウェルスナビ、
　お金のデザイン、ネストエッグ、TORANOTEC、
　マネーツリー、Warrantee、
　日本クラウドキャピタル

日本のFinTechを取り巻く規制の現状や、
金融庁、経済産業省など行政の動きを俯瞰
する。その上で、関連する法制度のそれぞれ
についても詳説していく

世界的に巻き起こるFinTech革命が主要
国でどのような影響をもたらしているのかを
分析。押さえておくべき動向や規制の実態、
金融機関やスタートアップ企業も紹介

APIやブロックチェーンなど、金融業界にイノ
ベーションをもたらしつつあるさまざまなトレン
ドや最新技術を個別に解説していく

 【行政方針】
●金融庁
●経済産業省
●内閣府、その他省庁     

 【法規制】
●資金決済法
●割賦販売法
●貸金業法
●利息制限法・出資法
●金融商品取引法
●保険業法
●銀行法
●犯罪収益移転防止法

 【米国】【英国】【EU（欧州連合）】
 【中国・香港】【イスラエル】【インド】
 【東南アジア】【韓国】【中南米】

第5章 行政方針と法規制

第4章 海外の動向

第6章 トレンドと技術

●外為法
●国外送金等調書法
●個人情報保護法
●マイナンバー法
●電子帳簿保存法
●公的個人認証法
●電子署名法
●金融商品販売法
●特定商取引法

 【データ連携】
●銀行API
●Webスクレイピング
●認証・認可
●OAuth、OpenID Connect

 【融資・投資】
●ロボ・アドバイザー
●ソーシャルレンディング
●信用スコアリング

 【ブロックチェーン】
●ブロックチェーン
●コンセンサス・アルゴリズム
●Ethereum
●Hyperledger Fabric
●Hyberledger いろは

●Corda

 【仮想通貨・地域通貨・トークン】
●仮想通貨の基礎
●ビットコイン次世代技術
●電子地域通貨
●ICOトークン発行技術
●トークンの発行課題

 【決済】
●QRコード決済
●モバイルNFC決済
●その他決済
●EMV

 【セキュリティー】
●FIDO認証
●サイバーセキュリティー

 【金融ネットワーク】
●日本銀行金融ネットワークシステム
●全国銀行データ通信システム
●SWIFT
●Ripple
●決済ネットワーク

 【その他】
●情報銀行
●RPA
●UI/UXデザイン
●InsurTech
●RegTech、SupTech
●HFT（高頻度取引）

●イスラエル
●アジア
●日本 など

日本の金融機関の
事例を追加、
ブロックチェーン
解説も拡充

全社を再調査し
内容をアップデート。
新しい企業もカバー

日本最大級の「百科事典」と  「新興企業データベース」の多重構成
「FinTech世界年鑑2019-2020」と「FinTech世界スタートアップ企業  データベース1200 2019-2020」の掲載内容をご紹介します。

2つの年鑑は

※商品のデザインや内容等は変更になる場合があります。予めご了承ください。
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最前線の動きを厳選の プログラムでリアルに発信
ブロックチェーンに特化した特別講座と、豪華な講師陣が一堂に集うカンファ   レンス。まもなく開催するイベントをご紹介します！

セミナー＆
カンファレンス

ブロックチェーン徹底攻略講座
基礎から実用化への道のりを5日で習得！

Nikkei FinTech Conference 2019
～消えゆく境界、再加速する革新の波～

FinTech分野のキーテクノロジー、ブロックチェーンに特化した特別講座。基礎知識から応用、設計、導入に
至る注意点、そしてビジネスモデルを考えるワークショップまで、全5回の講義で理解を深めます。

日　時
6月26日（水） 
カンファレンス 10:00〜18:00　　懇親会 18:00〜19:00（予定）

会　場 ベルサール神田（東京都千代田区神田美土代町7）

受講料 日経FinTech読者：無料（事前登録制、1契約につき2名様まで無料）

日　時
6月24日（月）、7月31日（水）、8月29日（木）、9月26日（木）、10月30日（水）＜全5回＞
各回 19:00〜21:00（予定）

会　場 日経BP （東京都港区虎ノ門4-3-12　日経虎ノ門別館）

講　師
第1回　Node Tokyo Founder　大日方 祐介 氏
第2回　PwCあらた有限責任監査法人 パートナー　宮村 和谷 氏
第3回〜第5回　LONGHASH 日本法人 代表取締役社長　Chris Dai 氏

受講料
日経FinTech読者：無料（事前登録制）
一般：128,000円（税込）

┃開催概要┃

┃開催概要┃

┃主な登壇者┃
●金融庁 総合政策局総合政策課フィンテック室 室長　三輪 純平 氏
●経済産業省 商務情報政策局商務・サービスグループ キャッシュレス推進室長　伊藤 政道 氏
●慶應義塾大学法科大学院 教授　山本 龍彦 氏

─その他、国内・海外の金融機関や事業会社、スタートアップが一挙登壇！

いずれのセミナーも「日経FinTech」読者は無料でご参加　いただけます。購読をご検討中の方はお急ぎください。

※ご案内の内容等は変更になる場合があります。

※ご案内の内容等は変更になる場合があります。

┃プログラム┃

第1回 ブロックチェーンの基礎を知る 第3回 ブロックチェーン、実用化への課題

第2回 ブロックチェーンの応用事例を学ぶ
第4回 ブロックチェーン、アイデアソン

第5回 ブロックチェーン実装のいろは

Section 1： ブロックチェーン1.0 ビットコイン時代
Section 2： ブロックチェーン2.0 イーサリアムと
  スマートコントラクト
Section 3： ブロックチェーン（仮想通貨）のエコシステム 

Section 11： ブロックチェーンが抱える課題
Section 12： トークンの重要性
Section 13： ワークショップに向けて 

Section 4： 分散型ビジネスモデルの革新性
Section 5： サプライチェーン金融
Section 6： ブロックチェーン（記録）
Section 7： ブロックチェーン（トレーサビリティ）
Section 8： ブロックチェーン（ゲーム）
Section 9： 著作権のアプリケーション
Section 10： アセットオンチェーン 

Section 14： 実践、ブロックチェーンサービス 

Section 15： ブロックチェーンサービス、実装時のポイント
 　　　　 （終了後に交流会を開催）

新講座

6/24
開講

6/26
開講

　未曾有のキャッシュレスブームが現在進行形で押し寄せた2019年、FinTech業界の様相は一変しつつあります。
決済領域を筆頭に、非金融業界を出自とするビッグプレーヤーが続々と本格参入を果たし、業界同士を隔ててきた境
界は急速に消え始めています。
　消費者にとって身近な存在であるキャッシュレスの浸透は、FinTech業界が革新の対象としてきた領域を今まで以
上に押し広げ、再加速させる原動力になり得ます。ここ数年にわたり、金融機関とスタートアップ企業が中心となって

築き上げてきたエコシステムも再構成されることで
しょう。目まぐるしく状況が変化するなかで業界とし
て確かな成果をつかみ取るには、それぞれのプレー
ヤーが思い描く青写真を共有しつつ、健全に切磋琢
磨することが欠かせません。
　日経FinTech読者である官公庁、金融機関、ス
タートアップ企業、さらには非金融業界の企業な
どが一堂に会し、金融サービスの現状と未来につ
いて議論を交わす場、それが「Nikkei FinTech 
Conference」です。

金融庁、経産省をはじめ、国内・海外の金融機関、事業会社、スタートアップが一挙登壇！
カンファレンスとネットワーキングパーティーで、最新の知見を得るとともに交流を深める



金融はもちろん、他業種の読者も高く評価 動画も好評！サービスごとに様々な活用事例が

読者の声

FinTech事業開発に役立つ情報を発信する「月刊ニューズレター」「Webサイト」「メールマガジン」だけでなく、キーパーソ
ンが集結する「Nikkei FinTech Conference」やワンテーマセミナー「Exclusive Seminar」など、生の情報を直接学べ
るイベントに高い評価。

各サービスの満足度

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nikkei FinTech Conference

Exclusive Seminar

月刊ニューズレター

FinTech世界年鑑

FinTech世界スタートアップ企業データベース

読者限定WEBサイト

読者限定メールマガジン

セミナーや月刊ニューズレターは100％
それ以外のサービスも80％以上

官公庁、金融、IT企業など、様々な業種の皆様の声をご紹介します。

※2018年7月2日に開催した「Nikkei FinTech Conference 2018」の来場者を対象に実施したアンケート調査の結果から。
「Exclusive Seminar」は2018年8月7日に開催した「Exclusive Seminar」の来場者を対象に実施したアンケート調査の結果から。 

1200社のスタートアップDBに驚き
世界中のビジネスモデルを学べる

読者限定セミナーで生の情報を得る
スペシャリストに質問できる喜び

ニューズレターは業務に役立つ
水面下で動くベンダー動向をいち早く

欠席したセミナーも動画で見られる
地方でも仮想参加できるのが良い

月刊ニューズレターでトレンドを読み解く
専門記者のオピニオンが参考になる

交流会で海外提携先を獲得
日本進出を支援するきっかけに

ワンテーマのセミナーは刺激的
レポートを作って社内で共有

世相を斬る編集長の視点
メールマガジンで新たな気づき

金融機関（インターネット専業銀行）

法律事務所

官公庁／政府機関

金融機関（地方銀行）

金融機関（地方銀行）

ITベンダー

一般事業会社

経営者（スタートアップ企業）

1200社の情報が掲載されたFinTechスタートアップ企業のデー
タベース（DB）のボリュームには驚きました。自分たちでも海外の
FinTech企業を調査していましたが、興味深いビジネスモデルを実現し
ている企業がいくつも新たに見つかります。新サービスを検討するときな
どアイデアが枯渇すると、スタートアップDBを開いてヒントを得ています。

興味のあるテーマがExclusive Seminarで取り上げられる場合は、
必ず参加するようにしています。各分野のスペシャリストが生の情報
を届けてくれるので、新聞や雑誌では分からないニュースの温度感ま
で理解できるのがありがたいです。ここでしか聞けない話もあり、質問
も自由にできるので、疑問を解消する場としても活用しています。

日本のFinTechは海外と比べエコシステムが複雑なため、あらゆるプ
レーヤーの動向に目を配る必要があります。日経FinTechのニューズ
レターで水面下での大手ベンダーの動きを知ることができ、事前に対
処することができました。一般には報じられていない、専門誌ならでは
の情報と切り口が日々の業務に役立っています。

読者限定サイトが役立っています。日々、更新されるニュースに業界
の動きの早さを感じさせられますが、弊社で役に立っているのはセミ
ナーやカンファレンスの動画配信サービスです。地理的に参加が難し
いイベントもありますが、後から動画で閲覧できるので便利です。ほか
の社員と一緒に閲覧できるメリットも大きいです。

月刊ニューズレターは毎月、穴があくほど読み込んでいます。新聞やイ
ンターネットで日々のニュースはチェックしていますが、業務に生かせる
ほど詳細な情報ではありません。テクノロジーや法規制、さらには同業他
社の動向など、今、業界で何が起きているかをバランス良くタイムリー
に理解できます。専門記者ならではのオピニオンも学べるのは魅力です。

Nikkei FinTech Conferenceでは、講演やパネルディスカッショ
ンに加えて、カンファレンス終了後に開催されるネットワーキングパー
ティが役立っています。以前、登壇した海外金融機関の経営陣とネット
ワーキングパーティで会話をしたことがきっかけとなり、その後、日本
への進出事業において提携を検討することになりました。

タイムリーに開催されるワンテーマセミナー「Exclusive Seminar」
が個人的に勉強になっています。クローズドに開催されているからか、
参加者からの活発な質疑応答も含めて刺激を受けています。様々な切
り口で開催されるセミナーのため、自分自身の視野が広がるほか、レ
ポートをまとめて社内にも共有しています。

毎週月曜日に届くメールマガジンが気に入っています。1週間の動きを
まとめて振り返れるほか、編集長のコラムが面白いです。FinTech業
界はふと気づくと狭い視野で考えがちになりますが、一歩引いた目線
で語られるコラムで気づかされることも多く、毎週楽しみにしています。
時々、社内でも共有してみんなで読んでいます。
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金融以外に、IT系企業や、事業会社の読者も多数

メイン読者は、金融機関の
マネジメント層やFinTech
関連事業の担当者

金融機関と協業し、システム開
発を担うIT企業も多数

FinTech分野への新規参入を
狙う事業会社の読者も増加中

その他（流通など一般事業会社、ベンチャーキャピタル、
弁護士、自治体、大学など）…22.9%

IT、通信、製造ほか…46.2%

メガバンク、
地方銀行など…10.6%

※2016～2018年に新規購読契約をした読者の業種内訳

その他金融機関
（クレジットカード会社など）…7.1%

生命保険会社…4.3%

損害保険会社…2.4%

証券会社…6.5%

読者プロフィル

すべての取り組みに対して高い評価


