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Japan Electronic Trading Conference

日本FIX委員会トレーディングサミットがバーチュアル形式にて本年10月に開催されます！グローバルなトレーディングコミュニティーの中

心に位置し、非営利・業界標準化推進組織であるFIX Trading Communityによって開催されるこの会議は、日本で活動する金

融関連企業の経験豊富な代表者の直接的関与により企画・実行されます。他のFIX委員会イベントと同様に、当カンファレンスは市

場関係者にとって、質の高い講演者、話題性のあるトピック、そして市場参加者、政策立案者、規制当局が問題やアイデアを議論し、

交流するための中立的な場を提供する機会として知られています。

会議実績

• 500名を超えるオンライン参加者
• 業界の専門家によって作られる会議アジェンダ

• 営業的な売込みの無い業界イベント
• 充実した学びと交流の機会
• すべてのFIX会員企業には無料パスを提供
• 40名を超える業界専門家の講演
• 複数のアセットクラスにまたがったビジネスと技術の両方のトピックを網羅した終日の会議

• 魅力的で双方向性のあるパネルセッション、ウェブセミナー、イベント終了後のオンデマンド配信を組み合わせた
ライブ配信

• 出展者と参加者のオンラインでの交流
• オンライン展示では、参加者はスポンサーとの交流を深めることができ、1対1のミーティングやライブチャット、製品のデモ
を依頼することが可能

FIX委員会イベントにおけるスポンサーシップは、参加企業に幅広い露出機会を提供し、優れたコストパフォーマンスを実現す
ることで知られています。スポンサーが、拠出予算から最大限の効果を得られるよう、継続的に支援を図ります。

スポンサーシップお申込みにあたって、より詳細な情報やこの資料に含まれていないオーダーメードのスポンサーオプション等を
ご希望の場合は、email（fixj@jtbcom.co.jp）または電話（03-5657-0667）にて担当の高坂和彦
（Kazuhiko  Takasaka)までご連絡ください。
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「日本FIX委員会トレーディングサミット2018」参加金融機関一覧:

AH Investment Pte Ltd
AIG損害保険株式会社
アライアンス・バーンスタイン株式会社
アムンディ・ジャパン株式会社
アニコム損害保険株式会社
株式会社あおぞら銀行
Arcadia Capital,Inc.
ありがとう投信株式会社
アーク証券株式会社
アセットマネジメントOne株式会社
日本銀行
バークレイズ銀行
バークレイズ証券株式会社
ブラックロック・ジャパン株式会社
BNPパリバ証券株式会社
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
セントラル短資証券株式会社
ちばぎんアセットマネジメント株式会社
Citadel Securities
シティグループ証券株式会社
CLSA証券株式会社
クレアシオン・キャピタル株式会社
クレディ・スイス証券株式会社
大和証券投資信託委託株式会社
株式会社大和証券
大和住銀投信投資顧問株式会社
大和証券株式会社
ドイツ証券株式会社
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
金融庁
富国生命投資顧問株式会社
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
ホライゾンアセットインターナショナル株式会社

いちよしアセットマネジメント株式会社
いちよし証券株式会社
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
JPモルガン証券株式会社
株式会社ゆうちょ銀行
日本郵政株式会社
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
ジェフリーズ証券株式会社
カブドットコム証券株式会社
リクイドネット証券株式会社
マッコーリーキャピタル証券会社
丸三証券株式会社
マスミューチュアル生命保険株式会社
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
MFSインベストメント・マネジメント株式会社
Millennium Capital Management Asia 
Limited
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
水戸証券株式会社
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信託銀行株式会社
三井生命保険株式会社
みずほ銀行
みずほ証券株式会社
みずほ信託銀行
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
株式会社三菱UFJ銀行
内藤証券株式会社
国民年金基金連合会
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日興アセットマネジメント株式会社
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
三井住友信託銀行株式会社
野村アセットマネジメント株式会社
野村證券株式会社
岡三オンライン証券株式会社
岡三証券株式会社
フィリップ証券株式会社
ピクテ投信投資顧問株式会社
楽天証券株式会社
株式会社りそな銀行
SBIジャパンネクスト証券株式会社
SBIプライム証券株式会社
株式会社SBI証券
セコム企業年金基金
金融庁
株式会社セブン銀行
SG セクリティーズ（HK)リミテッド
株式会社新生銀行
SMBC日興証券株式会社
SMBC信託銀行
ソシエテジェネラル証券会社東京支店
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株式会社
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
ステート・ストリート信託銀行株式会社
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ジメント株式会社
三井住友銀行
T&Dアセットマネジメント株式会社

T.Rowe Price Hong Kong Limited
農林中央金庫
清水銀行
豊証券株式会社
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
UBS証券株式会社
株式会社上田トラディション証券
株式会社ウィンザーアンドウィリアムズグループ
山和証券株式会社
エンサイドットコム証券株式会社
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展示スポンサーベネフィット :
• オンライン展示
• 出展者ページへの資料アップロード
• 出展者ページへのビデオアップロード
• オンライン上での参加者との直接コンタクトの機会を提供
• 20 枚のスポンサー/顧客向け招待枠パス
• 会議ウェブサイトへの会社概要（英語と日本語）の
掲載

• 会議ウェブサイトのスポンサーページへの会社ロゴの掲載
• イベント告知のために配信されるすべてのプロモーションメールに

企業名を掲載
• イベント後の参加者リストの提供

*各リストには、氏名、役職名、会社名、住所、メールア
ドレス、電話番号が含まれます。

*すべての連絡先詳細は登録者の許諾済です。

展示スポンサー

FIX 会員企業 100,000円+ 10% 消費税

非会員企業 150,000円+ 10% 消費税

ベネフィット：
• 休憩時間（20分）にスポンサーのプロモーションビデオを
上映 *３社限定

連絡先: イベント事務局 株式会社JTBコミュニケーションデザイン 高坂 和彦
Email: fixj@jtbcom.co.jp | 電話: 03-5657-0667

ブランドスポンサーベネフィット：
• 5 枚のスポンサー/顧客向け招待枠パス
• 会議ウェブサイトへの会社概要（英語と日本語）の
掲載

• 会議ウェブサイトのスポンサーページへの会社ロゴの掲載
• イベント告知のために配信されるすべてのプロモーションメールに

企業名を掲載
• イベント後の参加者リストの提供

*各リストには、氏名、役職名、会社名、住所が含まれます。

*すべての連絡先詳細は登録者の許諾済です。

ブランドスポンサー

FIX 会員企業 500,000円+ 10% 消費税

非会員企業 650,000円+ 10% 消費税

FIX 会員企業 250,000円+ 10% 消費税

非会員企業 50,000円 + 10% 消費税
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Sponsorship Packages

2つのコア・スポンサーシップ・パッケージのいずれかをお選びいただけます。

このスポンサーシップパックに含まれるオンラインイベントプラットフォー
ムのイメージ画像は、説明のためのものです。-イベント当日は、アニメー

ションやレイアウトが異なる場合があります。

スポンサー追加オプション:

動画配信*


