トーマツ金融セミナー

『ペイメント業界の現状と今後の展望セミナー』
セミナーのご案内
主催：有限責任監査法人トーマツ
金融インダストリーグループ

有限責任監査法人トーマツでは、クライアントサービスの一環として当監査法人の関与先の方々のために、ペイメント業界に係る
■時間及び内容
事例や法規制等をベースとした動向につきまして、下記の要領にてセミナーを開催する運びとなりました。
時 間
内 容
ご多忙とは存じますが、お繰り合わせのうえ、ぜひご参加くださいますようご案内申し上げます。

■時間及び内容
14：00 ～ 14：05
時 間

ご挨拶
内

14：00 ～ 14：05
14：05 ～ 15：25

容

ペイメント業界の現状
ご挨拶



業界の市場規模・動向



直近のトピック（デジタルウォレット、セキュリティ、

法規制等） ペイメント業界の現状
 質疑応答
業界の市場規模・動向
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15：25
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15：40 ～ 16：25
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直近のトピック（デジタルウォレット、セキュリティ、
休 憩
法規制等）

ペイメント業界の今後の展望

質疑応答

Fintech と想定される未来の絵姿
休 憩
質疑応答

ペイメント業界の今後の展望
15：40 ～ 16：25
16：25 ～ 16：30

16：25 ～ 16：30



Fintech と想定される未来の絵姿



質疑応答

おわりに

おわりに

＊ テーマは変更になる場合がございますので、予めご了承下さい。

■ 開催日時
■ 会場

平成 27 年 6 月 12 日（金）14：00～16：30
東京都千代田区有楽町 1-7-1 有楽町電気ビル 北館 17 階
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■ 開催日時

平成 27 年 6 月 12 日（金）14：00～16：30

■ 会場

東京都千代田区有楽町 1-7-1 有楽町電気ビル 北館 17 階
有限責任監査法人トーマツ セミナールーム

■ 定員

80 名
※ご同業者の方、もしくはお申込みが定員を超えた場合は、お断りする場合もございますのでご了承ください。

■ 対象

ペイメント事業に関わりのある方、ご興味のある方

■ 受講料

お一人様 5,000 円（税込）（トーマツクライアントは 3,000 円（税込））

■ 申込期限

平成 27 年 6 月 10 日（水）

■ 申込方法

Web サイト（

http://www.deloitte.com/jp/semi2401 ）よりお申込ください。

※本セミナー申込に際しては、株式会社シャノンのサービスを利用しています。
ご記入いただく内容は、SSL 暗号化通信により内容の保護をはかっております。
または、Web サイトセミナー一覧ページ（http://www.tohmatsu.com/seminar/list/）から
フリーワードに「金融」と入力の上（東京都を選択して）検索して該当セミナーよりお申込ください。
※お申込みは 1 名様ずつのご登録が必要となります。
※過去に当グループ各社のセミナーにお申込みいただいた方、または現在デロイト トーマツの
メールマガジンをご購読いただいている方は、ご登録済みの ID・パスワードで簡単にお申込みいただけます。
■ 注意事項

当日はお名刺をお持ち下さい。
大変恐れ入りますが、同業他社様のお申し込みはお断りしております。

■講師の経歴

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 執行役員 荻生 泰之
略歴： 10 数年の外資系戦略コンサルティングの勤務経験を経て、2013 年に入社。銀行・証券・ノンバンク・保険にお
ける事業戦略、マーケティング/営業戦略、BPR、IT 戦略等のコンサルティング領域に従事。自民党 IT 戦略特命
委員会・資金決済小委員会にて政府公式アドバイザーとして政策提言。

※お申込みは 1 名様ずつのご登録が必要になります。
※まだ ID・パスワードをお持ちでない方は、Web サイト（http://www.tohmatsu.com/seminar/list/）より、
[新規ユーザー登録はこちら]をクリックし、ID・パスワードを設定してユーザー登録をしていただきます。
その後、設定した ID・パスワードでログインしてセミナーにお申込ください。
■ 問い合わせ先

セミナー事務局 担当：後藤
Tel：03-6213-1160／ Fax：03-6213-1185
E-Mail： FIGseminar@tohmatsu.co.jp
※Web よりお申込ができない方は、セミナー事務局までご連絡ください。

《会場地図》

■ Access
 JR 山手線 有楽町駅 日比谷口から徒歩 1 分


有楽町線 有楽町駅、千代田線・日比谷線・三田線 日比谷駅 A3 出口から
有楽町電気ビル地下 1F 直結
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