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2016 年 出展/スポンサー企業

日本FIX委員会トレーディングサミットにようこそ

「日本FIX委員会トレーディングサミット2018」では、業界を代表する参加者
の皆様と電子トレーディングコミュニティーに影響を与える「実際の問題
・課題への取り組み」などを討論する機会をご提供いたします。
2016年に日本で開催された前回の同会議では業界に特化した講演やパネル
ディスカッションなど、日本の市場参加者のご期待に沿う講演や討論がなされま
した。

• 市場のニーズに真剣に取り組み構成された、公平で質の高いコンテンツからな
る双方向のプログラム

• 業界のリーダーによる知識と経験を盛り込んだ講演
• ビジネスとテクノロジーに分かれた、詳細なセッション
• ランチやカクテルパーティーなどを通した多くのネットワーキングの機会

日本FIX委員会トレーディングサミット2018ご協賛ください

日本FIX委員会トレーディングサミットは出展社・協賛社の皆様に対し、日本
のトレーディングコミュニティにおけるキーマンとの出会いの場、及び貴社ブ
ラ ンドの向上のための機会を設けることで、幅広い参加者へのブランディン
グを通じて、効率のよい投資効果を提供いたします。

FIX Trading Communityとは?

FIX Trading Communityはグローバルな電子
トレーディングコミュニティーの中心に位置する非営利
団体で、グローバルなトレーディングコミュニティーに影
響を与える実務の課題への取り組み、標準化の発
展に努めています。
現在は電子トレーディングの領域から280社の会員
企業を集めています。

2016年度会議の実績

・620名の上級管理職バイサイド、セルサイド、
ベンダー企業、規制当拈、取引所/電子取引コ
ミュニティーの方々が当会議に参加しました。

・ 100名のバイサイドの参加者が当会議に参加
しました。

・ 2016年の会議でのセルサイドとバイサイドの比率
は2.5 : 1でした。

・ 50名の講演者が自身の持つ業界知識をこの会
議で共有しました。

・ 展示会場で製品を紹介した16社を含め、35社
に協賛いただきました。
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2016年参加企業一覧:
360 Trading Networks Deutsche Borse Group
アクセンチュア株式会社
ACTIV Financial Systems, Inc.
アフラック
AH Investment Pte. Ltd.
アイノ・インベストメント株式会社
AlpacaDB
アムンディ・ジャパン株式会社
安藤証券株式会社
アニコム損害保険株式会社
Aoyama Investment Advisory株式会社
株式会社あおぞら銀行
アーク証券株式会社
アセットマネジメントOne株式会社
アクサ生命保険株式会社
日本銀行
バークレイズ証券株式会社
株式会社ベイカレント・コンサルティング
ブラックロック・ジャパン株式会社
ブルームバーグ L.P
BNPパリバ証券株式会社
BNY メロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社
ブラウン･ブラザーズ･ハリマン･インベストメント･サービス株式会社
BTジャパン株式会社
株式会社シー・キューブド・アイ・システムズ
CBRE Clarion Securities Pty Ltd
セントラル短資FX株式会社
セントラル東短証券株式会社
ちばぎんアセットマネジメント株式会社
チャイエックス・ジャパン株式会社
シティグループ証券株式会社
Clear Markets Japan 株式会社
CME Group
Colt (Market Prizm)
Colt テクノロジーサービス株式会社
CQG Australia
シーキュージーアイリミテッド東京支店
クレディ・スイス証券株式会社
CSCジャパン合同会社
大和証券投資信託委託株式会社
大和資本市場香港有限公司
株式会社大和総研
大和住銀投信投資顧問株式会社
大和証券株式会社
ディールロジック
預金保険機構
ドイツ銀行

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
ドイツ証券株式会社
イービーエス ディーリング リソーシスジャパン株式会社
Esprow K.K.
ファクトセット・パシフィック
株式会社フィデッサ
フィデリティ投信株式会社
金融庁
エフアイエス・ジャパン株式会社
富士通株式会社
富国生命投資顧問株式会社
富国生命保険相互会社
フュージョン・システムズ・ジャパン株式会社
一社）フューチャーズ・インダストリー・アソシエーション・ジャパン
学習院大学
GMOクリック証券株式会社
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
ゴールドマン・サックス・ジャパン・ホールディングス
株式会社グッドウェイ
HEROZ株式会社
光証券株式会社
株式会社日立ソリューションズ・クリエイト
ホライゾン・アセット・インターナショナル株式会社
いちよし証券株式会社
株式会社インテリジェントウェイブ
Intercontinental Exchange
一般社団法人 国際銀行協会
株式会社インタートレード
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
Itiviti
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
日本相互証券株式会社
株式会社日本取引所グループ
日本取引所自主規制法人
独立行政法人 国際協力機構
日本証券業協会
日本証券金融株式会社
日本トラスティ・サービス信託銀行
公益財団法人 自動車リサイクル促進センター
JPモルガンアセット・マネージメント株式会社
JPモルガン証券株式会社
日証金信託銀行株式会社
キムコ インターナーショナル
光世証券株式会社
リーディング証券株式会社
リクイドネット証券株式会社
LMAX Japan 株式会社
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マッコリーキャピタル証券会社
丸三証券株式会社
松井証券株式会社
明治安田アセットマネジメント株式会社
明治安田生命保険相互会社
メリルリンチ日本証券株式会社
日本マイクロソフト株式会社
マイルストン アセットマネジメント株式会社
三田証券株式会社
水戸証券株式会社
三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社
三菱UFJ国際投信株式会社
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社
三菱JFJ信託銀行株式会社
三井物産株式会社
三井生命保険株式会社
三井住友海上プライマリー生命保険株式会社
株式会社みずほ銀行
みずほ情報総研株式会社
みずほ証券株式会社
みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社
マネックス証券株式会社
株式会社お金のデザイン
モルガン・スタンレー・グループ株式会社
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
マウンテン・パシフィック・インベストメント・アドバイザーズ株式会社
むさし証券株式会社
内藤証券株式会社
Nasdaq
日本商品委託者保護基金
国民年金基金連合会
ネクスチャーテクノロジー株式会社
ナイスジャパン株式会社
日経ＣＮＢＣ
日本経済新聞社
日経メディアマーケティング株式会社
日経QUICKニュース社
日興アセットマネジメント株式会社
日興グローバルラップ株式会社
日興システムソリューションズ株式会社
日本生命保険相互会社
日産証券株式会社
ニッセイアセットマネジメント株式会社
野村アセットマネジメント株式会社
野村ホールディングス株式会社
株式会社野村総合研究所

野村證券株式会社
NTTコミュニケーションズ株式会社
株式会社NTTデータ
株式会社オージス総研
岡三オンライン証券株式会社
岡三証券株式会社
岡藤商事株式会社
オムジオ株式会社
オービス・インベストメンツ株式会社
株式会社大阪取引所
フィリップ証券株式会社
ピクテ投信投資顧問株式会社
株式会社ポートフォリア
PwCあらた有限責任監査法人
プリンシパル・グローバル・インベスターズ株式会社
プロティビティLLC
PwCコンサルティング合同会社
PWC税理士法人
Quantlab Financial LLC
株式会社QUICK
楽天証券株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社りそなホールディングス
レオス・キャピタルワークス株式会社
ロックハンプトンマネジメント株式会社
三晃証券株式会社
さわかみ投信株式会社
株式会社SBI BITS
SBIジャパンネクスト証券株式会社
株式会社SBI証券
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
セコム企業年金基金
株式会社新生銀行
株式会社Sigma Technology
シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
シンプレクス株式会社
SIXファイナンシャルインフォメーションジャパン株式会社
SMBCフレンド証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
ソシエテ・ジェネラル証券株式会社
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
損保ジャパン日本興亜DC証券株式会社
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
株式会社スタッツインベストメントマネジメント
住友生命保険相互会社
三井住友アセットマネージメント株式会社
株式会社三井住友銀行

2016年参加企業一覧:



2018年10月4日（木）
The event created by the industry, for the industry

日本FIX委員会トレーディングサミット 2018

出展・スポンサーシップのご案内

お問合わせ:
日本FIX委員会トレーディングサミット事務局（運営委託：株式会社JTBコミュニケーションデザイン内）
担当：高坂
Email: fixj@jtbcom.co.jp
Tel: 03-5657-0667 www.fixtradingcommunity.org

三井住友信託銀行株式会社
スーパーファンド・ジャパン株式会社
T&Dアセットマネジメント株式会社
株式会社テコテック
株式会社三菱東京UFJ銀行
光世証券株式会社
株式会社清水銀行
東京短資株式会社
株式会社東京都民銀行
豊証券株式会社
トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社
東海東京証券株式会社
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
東京海上アセットマネジメント株式会社
株式会社 東京商品取引所
公立大学法人 首都大学東京
株式会社東京証券取引所
東京証券信用組合
Tools For Brokers
Tora Trading Services 株式会社
株式会社東芝 インダストリアルICTソリューション社
株式会社東証コンピュータシステム
Tower Research Capital LLC
東洋証券株式会社
トレードウェブ・ヨーロッパ証券会社 東京支店
Trading Technologies
Trading Screen Japan株式会社
資産管理サービス信託銀行株式会社
UBS証券株式会社
ULLINK Japan株式会社
ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン株式会社
株式会社WiL
株式会社ウィンザー・アンド・ウィリアムズ
ウィズダムツリー・ジャパン株式会社
Xebral Co.， Ltd.
株式会社エックスネット

2016年参加企業一覧:
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イベント開催中全体を通した重要なネットワー
キングの機会

カクテル & 展示 スポンサーパッケージ

カクテルスポンサーに含まれるメリット:

• カクテル会場に御社バナーを3本まで設置が可能です。

（W1m×H2m:バナーはスポンサー持ち込み）

• カクテル会場のテーブルに販促資料を掲示いただけます。

• スポンサーロゴの入ったカクテル用ナプキンの設置が可能です。

(スポンサー持ち込み)

• カクテルレセプションに入る前に、カクテルスポンサーをご紹介するアナ

ウンスをセッション会場にて行行ないます。

出展社メリット:

• W3mxD2mの展示スペース

• ※テーブル1台、椅子2脚、電源と社名板を含む

• 会議無料招待パス20 枚提供

マーケティングメリット

• 会議会場ステージ上のバックパネルを含むイベントの看板に御社ロゴ

を掲載

• コングレスバッグの中にプロモーション用資料1枚もしくはギブアウエイを

1点封入

• 100文字の会社紹介文（日･英）と御社ロゴを会議ウェブサイト参

加者全員に配布されるガイドブックに掲載

• すべてのマーケティング資料(WEB/ガイド）へ御社名もしくはロゴを

掲載

• 集客における15,000名以上の市場関係者へのEメール案内での

社名もしくは企業ロゴの掲出

• イベント終了後1週間を目途に参加者リストを提供（氏名、企業

名、住所を含む）

FIX Trading Community 会員企業 1,300,000円 + 消費税8% 

非会員企業 1,625,000 円+ 消費税8% 

イベント後のカクテルレセプションでは、参加者との
リラックスしたネットワーキング及び会議での重要な
トピックの話し合いの機会を提供いたします。



2018年10月4日（木）
The event created by the industry, for the industry

日本FIX委員会トレーディングサミット 2018

出展・スポンサーシップのご案内

お問合わせ:
日本FIX委員会トレーディングサミット事務局（運営委託：株式会社JTBコミュニケーションデザイン内）
担当：高坂
Email: fixj@jtbcom.co.jp
Tel: 03-5657-0667 www.fixtradingcommunity.org

全ての FIX Trading Communityのイベント
を通して得られる重要なビジネスとネットワーキン
グの機会

ランチョン＆展示スポンサーパッケージ

ランチョンスポンサーに含まれるメリット:

• ランチョン会場のテーブルに御社ロゴの入ったテントカードを設置いたし

ます。

• ランチョン会場に御社バナーを3本まで設置が可能です。

• ランチョン会場のテーブルに販促資料を掲示いただけます。

• スポンサーロゴの入ったランチョン用ナプキンを設置が可能です。

(スポンサー持ち込み)

• カクテルレセプションに入る前に、カクテルスポンサーをご紹介するアナウ

ンスをセッション会場にて行行ないます。

出展社メリット:

• W3mxD2mの展示スペース

※テーブル1台、椅子2脚、電源と社名板を含む

• 会議無料招待パス20 枚提供

マーケティングメリット

• 会議会場ステージ上のバックパネルを含むイベントの看板に御社ロゴ

を掲載

• コングレスバッグの中にプロモーション用資料1枚もしくはギブアウエイを

1点封入

• 100文字の会社紹介文（日･英）と御社ロゴを会議ウェブサイト参

加者全員に配布されるガイドブックに掲載

• すべてのマーケティング資料(WEB/ガイド）へ御社名もしくはロゴ

を掲載

• 集客における15,000名以上の市場関係者へのEメール案内での社

名もしくは企業ロゴの掲出

• イベント終了後1週間を目途に参加者リストを提供（氏名、企業名、

住所を含む）

前回のジャパンカンファレンスで、参加者はネット
ワーキングランチを楽しんでいます。

FIX Trading Community 会員企業 1,300,000円 + 消費税8% 

非会員企業 1,625,000 円+ 消費税8% 
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FIX Trading Community 会員企業 1,000,000円 + 消費税8% 

非会員企業 1,250,000 円+ 消費税8% 

展示スポンサーパッケージ

展示スポンサーに含まれるメリット:

• W3mxD2mの展示スペース

※テーブル1台、椅子2脚、電源と社名板を含む

• 会議無料招待パス20 枚提供

マーケティングメリット

• 会議会場ステージ上のバックパネルを含むイベントの看板に御社ロゴ

を掲載

• コングレスバッグの中にプロモーション用資料1枚もしくはギブアウエイを

1点封入

• 100文字の会社紹介文（日･英）と御社ロゴを会議ウェブサイト参

加者全員に配布されるガイドブックに掲載

• すべてのマーケティング資料(WEB/ガイド）へ御社名もしくはロゴを

掲載

• 集客における15,000名以上の市場関係者へのEメール案内での

社名もしくは企業ロゴの掲出

• イベント終了後1週間を目途に参加者リストを提供（氏名、企業

名、住所を含む）

展示会場では、参加者は金融業界が提
供する最新情報ついて学びました。



2018年10月4日（木）
The event created by the industry, for the industry

日本FIX委員会トレーディングサミット 2018

出展・スポンサーシップのご案内

お問合わせ:
日本FIX委員会トレーディングサミット事務局（運営委託：株式会社JTBコミュニケーションデザイン内）
担当：高坂
Email: fixj@jtbcom.co.jp
Tel: 03-5657-0667 www.fixtradingcommunity.org

全ての参加者に御社ロゴ入りのスト
ラップが提供されます。

ストラップスポンサーパッケージ

ストラップスポンサーに含まれるメリット:

• イベントを通して参加者に提供される名札のストラップに貴社ロゴを

掲載（ストラップは主催者より提供）

• 会議無料招待パス20 枚提供

マーケティングメリット

• 会議会場ステージ上のバックパネルを含むイベントの看板に御社ロゴ

を掲載

• コングレスバッグの中にプロモーション用資料1枚もしくはギブアウエイを

1点封入

• 100文字の会社紹介文（日･英）と御社ロゴを会議ウェブサイト参

加者全員に配布されるガイドブックに掲載

• すべてのマーケティング資料(WEB/ガイド）へ御社名もしくはロゴを

掲載

• 集客における15,000名以上の市場関係者へのEメール案内での

社名もしくは企業ロゴの掲出

• イベント終了後1週間を目途に参加者リストを提供（氏名、企業

名、住所を含む）

FIX Trading Community 会員企業 1,000,000円 + 消費税8% 



2018年10月4日（木）
The event created by the industry, for the industry

日本FIX委員会トレーディングサミット 2018

出展・スポンサーシップのご案内

お問合わせ:
日本FIX委員会トレーディングサミット事務局（運営委託：株式会社JTBコミュニケーションデザイン内）
担当：高坂
Email: fixj@jtbcom.co.jp
Tel: 03-5657-0667 www.fixtradingcommunity.org

ブランドスポンサーパッケージ

ブランドスポンサーに含まれるメリット:

• 会議無料招待パス5 枚提供

• 会議会場ステージ上のバックパネルを含むイベントの看板に御社ロゴを

掲載

• コングレスバッグの中にプロモーション用資料1枚もしくはギブアウエイを1

点封入

• 100文字の会社紹介文（日･英）と御社ロゴを会議ウェブサイト参

加者全員に配布されるガイドブックに掲載

•集客における15,000名以上の市場関係者へのEメール案内での社名

もしくは企業ロゴの掲出

•イベント終了後1週間を目途に参加者リストを提供（氏名、企業名、

住所を含む）

会場ステージ上バックパネルでのロゴの露出を
含む、イベント開催中を通した企業名の露出
から得られるスポンサーと出展社のメリット

FIX Trading Community 会員企業 500,000円 + 消費税8% 

非会員企業 700,000 円+ 消費税8% 


