プレスリリース

2017 年 1 月 25 日
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株式会社電通国際情報サービス

ISID、FinTech ピッチコンテスト「FIBC2017」を開催
～海外アクセラレータや各国大使館との連携による
過去最大規模のグローバル FinTech イベント～
開催日：2017 年 3 月 3 日（金）
開催場所：丸ビルホール（東京都千代田区）
イベント公式サイト：http://fibc.info/
「金融イノベーションビジネスカンファレンス（FIBC）」は、株式会社電通国際情報サー
ビス(本社：東京都港区、代表取締役社長：釜井 節生、以下 ISID) が、2012 年に日本で
初めて立ち上げた FinTech ピッチコンテストです。6 回目の開催となる本年は、海外の著
名 FinTech アクセラレータや各国大使館の協力のもと、登壇企業の半数以上が海外スタ
ートアップとなる、全編英語の本格的なグローバルイベントとして、過去最大規模で開催
します。
ピッチコンテストに登場するのは、すべて過去 2 年以内に提供開始された、あるいはこ
れから開始される最新の FinTech サービスのみ。日本の FinTech 動向はもとより、世界の FinTech トレンドを目の
当たりにできる「FIBC2017」の一般チケットを本日より販売開始します。

【FIBC とは】
FIBC は、ピッチコンテストやネットワーキングなどを通じて、金融イノベーション企業・金融機関・ベンチャーキャ
ピタルが直接交流することができる、FinTech 領域に特化したイベントです。イベントの中心となるピッチコンテスト
では、「金融分野における先進的かつ革新的なサービス提供者」を国内外から募り、登壇企業は、サービスの先
進性・革新性をアピールする 7 分間の英語によるデモンストレーションを行います。その後、来場者投票と審査員
の採点により、優秀なサービスを表彰します。これまで数多くの FinTech スタートアップたちが FIBC 登壇・受賞を機
に大きな飛躍を遂げており、「FinTech スタートアップの登竜門」とも言われています。
【グローバルイベントとして規模拡大】
ISID は、FIBC がグローバルにおける FinTech スタートアップの成長・飛躍の場となることを目指し、前回
（FIBC2016）よりピッチコンテストを含む全てのプログラムを英語で実施するグローバルイベントに刷新しました。さ
らに今回は、Level39、Plug and Play、SuperCharger、Stone & Chalk をはじめとする海外の著名なアクセラレータや
インキュベーションセンターおよび各国大使館と連携し、イギリス、アメリカ、ルクセンブルグ、シンガポール、香港
など世界各国の FinTech ネットワークを駆使して登壇企業を募った結果、登壇企業の半数以上が海外スタートアッ
プで構成されるという、日本では例を見ない FinTech イベントが実現しました。
【FIBC2017 に関するお問い合わせ、協賛申し込み、当日取材申し込み】
株式会社電通国際情報サービス 金融ソリューション事業部 金融事業開発部 FIBC 事務局
TEL：03-6713-7007
【報道関係お問い合わせ】
株式会社電通国際情報サービス

コーポレートコミュニケーション室 服部、李
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E-Mail：g-finmarketing@group.isid.co.jp

TEL：03-6713-6100

E-Mail：g-pr@isid.co.jp

【FIBC2017 開催概要】
■名 称：金融イノベーションビジネスカンファレンス FIBC2017(Financial Innovation Business Conference 2017）
■日 時：2017 年 3 月 3 日(金) 9:00～19:00 （予定）
■会 場：丸ビルホール（東京都千代田区丸の内 2 丁目 4-1）
■主 催：株式会社電通国際情報サービス
■共 催：一般社団法人金融革新同友会 FIONOVATORS
■定 員：300 名
■参加費：一般 18,000 円/学生 2,000 円/スタートアップ 3,500 円
■チケット購入方法：イベントサイト（http://fibc2017.peatix.com）よりお申込みください。
■プログラム（予定）
 キーノートスピーチ
グレッグ・キッド氏（CEO/Global iD, Inc. および Co-Founder/Hard Yaka）による講演
（テーマ：Good Ideas versus True Insights）
 ピッチコンテスト
 パネルディスカッション
Plug and Play や SuperCharger など海外アクセラレーター・インキュベーターによるパネルディスカッション
（テーマ：FinTech エコシステム）
 ピッチコンテスト表彰
 ブース展示
 ネットワーキング
■登壇企業 （順不同）
<国内>
財産ネット株式会社/ MoneySmart 株式会社/ 株式会社カウリス/ 株式会社 Good Moneyger/
株式会社マッシュルーム/ 株式会社 Authlete/ 株式会社クレジットエンジン/ AI inside 株式会社/
株式会社クラウドリアルティ/ 株式会社ネストエッグ/ 株式会社 FOLIO/
<海外>
KYC-Chain limited/ APS S.A/ Curfex/ Coolpay Pte. Ltd/ TradeIt ,Inc./ Ssenstone Inc./ Installments Inc./
SOCASH PTE LTD./ Paycock Co.,Ltd./Playbasis Private Limited/ BAASIS/ VENTENY INC./
※都合により変更となる場合あります。
■ピッチコンテスト審査員
一般社団法人金融革新同友会 FINOVATORS
 森・濱田松本弁護士事務所 パートナー、弁護士 増島 雅和氏
 株式会社三菱東京 UFJ 銀行 デジタルイノベーション推進部 プリンシパルアナリスト 柴田 誠氏
 マネックスグループ株式会社 執行役員、マネックスベンチャーズ株式会社 取締役 高岡 美緒氏
 Femto Growth Capital LLP ゼネラルパートナー、公認会計士 磯崎 哲也氏
 みずほ証券株式会社 戦略調査部 ディレクター 小川 久範氏
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＜ご参考資料＞
過去の受賞サービス
第1回

・ 大賞：株式会社ホットリンク/「株価予測サービス事業(ホットスコープ事業)」

（FIBC2012）

・ 2 位：株式会社ロイヤルゲート/「PAYGATE」

第2回

・ 大賞：株式会社ブレインパッド/「ReceReco」

（FIBC2013）

・ 2 位：株式会社 Zaim/「Zaim」

第3回

・ 大賞：株式会社マネーフォワード/「マネーフォワード」

（FIBC2014）

・ 2 位：株式会社ロイヤルゲート/「PAYGATE」

第4回

・ 大賞：Capy Inc./ 「Capy リアルタイムブラックリスト/Capy アバターキャプチャ」

（FIBC2015）

・ 審査員特別賞：株式会社 BearTail/「Dr.Wallet」
・ ソニー銀行イノベーション賞：株式会社 ZUU/「ZUU Signals」
・ ISID 特別賞：株式会社 Finatext/「あすかぶ！」
・ オーディエンス賞：メリービズ株式会社/「メリービス」

第5回

・ 大賞：AlpacaDB, Inc./「Capitalico」

（FIBC2016）

・ 審査員特別賞：Consensus Systems/「ConsenSys」, Everspin Co., Ltd. /「EVERSAFE」
・ ソニー銀行イノベーション賞：Beatrobo, Inc./「PlugAir Secure」
・ オーディエンス賞：Shift Financial, Inc./「Shift Payments」
・ 三菱地所 FINOLAB 賞：Shift Financial, Inc./「Shift Payments」
・ ISID 特別賞：SMILABLE 株式会社/「アイムイン」

＜電通国際情報サービス（ISID） 会社概要＞
社名
代表者
本社
U R L
設立
資本金
連結従業員
連結売上高
事業内容
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:
:
:
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株式会社電通国際情報サービス（略称：ISID）
代表取締役社長 釜井 節生
東京都港区港南 2-17-1
http://www.isid.co.jp
1975 年
81 億 8,050 万円
2,559 名（2015 年 12 月末現在）
56,771 百万円（2015 年 12 月期）※9 カ月決算
1975 年の設立当初から顧客企業のビジネスパートナーとして、コンサルティングからシステムの企画・設計・
開発・運用・メンテナンスまで一貫したトータルソリューションを提供してきました。IT Solution Innovator をビジ
ョンとし、金融機関向けソリューション、製品開発ソリューションをはじめ、グループ経営・連結会計、HCM（人
財・人事給与就業）、ERP、マーケティング、クラウドサービスなど、幅広い分野で積極的な事業展開を図って
おります。

＊ 本リリースに記載された会社名・商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
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