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2021 年 2 月 5 日 

関係各位 

株式会社 FINOLAB 

 

金融イノベーションの祭典「4F 2021 - RESILIENCE -」を 

2 月 22 日より 4 日間オンライン開催 

～日本初の FinTech ピッチコンテストを、装い新たに「FINOPITCH」として開始！～ 

 

株式会社 FINOLAB（本社：東京都千代田区、代表取締役：伊藤 千恵、以下 FINOLAB）は、金融分 

野のイノベーションに特化した祭典「Future Frontier Fes by FINOLAB 2021（4F：フォー・エフ、以下 

4F）」を 2021 年 2 月 22 日（月）より 4 日間オンラインにて開催します。各セッションの登壇者が決

定しましたので、お知らせいたします。また、今回より新たに FinTech ピッチコンテスト「FINOPITCH」

も開催いたします。 

 

イベントサイト：https://4f-otmcbldg.tokyo/2021-jp/ 

 

 4F は、年に一度、金融イノベーションのステークホルダーが集まり、取り組むべき課題を話し、アワ

ードで最新のベストプラクティスを認識いただき、未来へのアクションを起こすための場です。2020 年

に初開催し、2 回目の開催です。今回は前回に続いて、FinTech の現状、先端技術と未来社会を議論する

とともに、イノベーティブな取り組みを表彰する Japan Financial Innovation Award (JFIA)を予定してい

ます。さらに、黎明期であった 2012 年から日本の FinTech の歴史を創ってきた日本初の FinTech ピッ

チコンテスト「金融イノベーションビジネスカンファレンス（FIBC）」を、装い新たに FINOPITCH と

して開始いたします。 

 

Head of FINOLAB 柴田 誠メッセージ 

コロナ禍によって社会全体の”Vulnerability（脆弱性）”を認識させられることになりましたが、デジタ

https://4f-otmcbldg.tokyo/2021-jp/
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ルを活用することによって、あらゆる変化に対応できる金融の「RESILIENCE（強靭性・回復力）」を実

現していくことを想定して、今回のメインテーマとさせていただきました。 

みなさまのオンラインでのご参加、心よりお待ち申し上げます。 

 

 

【開催概要】 

Future Frontier Fes by FINOLAB 2021 - RESILIENCE - 

イベント公式サイト： https://4f-otmcbldg.tokyo/2021-jp/ 

 

日 時：2021 年 2 月 22 日(月) 19:00 配信開始 

2 月 24 日(水)、25 日(木)、26 日(金) の各日 18：00 配信開始 

内 容：FINOPITCH、JFIA2021 表彰式、スピーチセッション、パネルディスカッション等 

言 語：Day1,4 英語 / Day2,3 日本語 

参加費：無料（事前登録制） 

開催方法：YouTube ライブによるオンライン配信 

主 催：株式会社 FINOLAB 

共 催：一般社団法人 金融革新同友会 FINOVATORS 

 

 

【主なプログラム予定】 

2 月 22 日(月) | DAY1 : FINOPITCH Day  

FinTech スタートアップのピッチコンテスト「FINOPITCH」を新設。国内外のスタートアップによる

ピッチを、動画によりお届けします。全編英語の予定。登壇者は、決定次第イベント公式サイトにてお知

らせいたします。 

 

2 月 24 日(水) | DAY2 : FinTech Transformation Day 

金融ビジネスの変化に関する講演とパネルディスカッション を予定。”FinTech as a Service” 

や ”Embedded Finance（プラグイン金融）” をテーマに、取り組みを進めているトップリーダーのみな

さまとともに様々な角度から今後の金融ビジネスを議論します。 

鬼頭 武嗣氏（株式会社クラウドリアルティ 代表取締役） 

林 良太氏（株式会社 Finatext ホールディングス 代表取締役 CEO） 

甲斐 真一郎氏（株式会社 FOLIO 代表取締役 CEO） 

小野沢 宏晋氏（GMO あおぞらネット銀行株式会社 執行役員 企画・事業開発グループ長） 

沖田 貴史氏（ナッジ株式会社 代表取締役） 

 

2 月 25 日(木) | DAY3 : Future Technology Day  

先端技術と未来社会に関する講演とパネルディスカッションを予定。５G や宇宙の取り組みをヒント

に、金融の未来について議論します。 

野口 一宙氏（KDDI 株式会社 サービス企画開発部 ５G・IoT サービス企画部長） 

https://4f-otmcbldg.tokyo/2021-jp/
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都木 良和氏（au じぶん銀行株式会社 イノベーションビジネス本部 副本部長） 

西村 勇哉氏（NPO 法人ミラツク 代表理事） 

金本 成生氏（株式会社スペースシフト 代表取締役 CEO） 

小林 秀憲氏（東京海上日動火災保険株式会社 損害サービス業務部（戦略推進チーム）次長（チームリー

ダー））  

 

2 月 26 日(金) | DAY4 : FINOLAB Award Day 

FINOPITCH 授賞式、JFIA 授賞式、キーノートメッセージを予定。DAY1 にてお届けしたピッチをふ

まえて審査員が大賞を決定するほか、スポンサー賞、オーディエンス賞を発表し授賞式をお届けします。

また、1 月 29 日(金)に発表した金融イノベーションの取り組みを表彰する「JFIA」における大賞および

各カテゴリ優秀賞を発表し、授賞式を行います。 

 

 

詳細および最新情報は、4F2021 のイベント公式サイトをご確認ください。 

https://4f-otmcbldg.tokyo/2021-jp/ 

※プログラムは都合により変更になる場合がありますので予めご了承ください 

 

 

■関連ニュースリリース 

FINOLAB と FINOVATORS、「JFIA 2021」受賞企業を決定 

～金融イノベーションの取り組みを表彰、大賞を 2 月 26 日(金)に発表～ 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000049702.html 

FINOLAB、金融イノベーションの祭典「4F 2020」をオンラインにて開催！ 

～3 月 23 日より 3 日間開催、JFIA2020 大賞の発表や『Digital Bank』著者クリス・スキナー氏の講演を予定～ 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000049702.html 

 

  

https://4f-otmcbldg.tokyo/2021-jp/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000049702.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000049702.html
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■株式会社 FINOLAB （フィノラボ）概要 

所在地：東京都千代田区大手町 1-6-1 

代表者：代表取締役 伊藤 千恵 

設立：2019 年 7 月 11 日 

資本金：3 億円（資本準備金を含む） 

事業内容：新規事業／イノベーションのテーマパーク（オンライン＆リアルの場）を創り、ビジネスに関する学び、発見、ワクワク感、

共感できる人との出会い、SANDBOX（実験場）等を提供することにより、事業創出の課題を解決する。また、社会課題を解決する事業

を次々に創出できる、次世代のビジネスエコシステム構築を目指す。 

Web サイト（URL）： https://finolab.co.jp/jp/index.html 

 

■FINOLAB コミュニティの概要  

FINOLAB（The Fintech Center of Tokyo, FINOLAB）は、世界有数の国際金融センターである東京・大手町エリアを拠点とする FinTech

のエコシステムの形成および新規ビジネス創出を目的とした会員制のコミュニティ＆スペース。2016 年 2 月に日本初の FinTech 拠点と

して三菱地所株式会社、株式会社電通および株式会社電通国際情報サービスの協業により開設。2021 年 2 月 1 日時点で、国内外の金融

関連スタートアップ 49 社、事業法人 15 社が参画。 

Web サイト（URL）：https://finolab.tokyo/jp/ 

YouTube（URL）：https://www.youtube.com/finolabchannel 

 

 

 

【本リリースに関するお問い合わせ先】 

株式会社 FINOLAB 担当 澁谷・立花 

E-Mail：info@finolab.co.jp 

 

https://finolab.co.jp/jp/index.html
https://finolab.tokyo/jp/
https://www.youtube.com/finolabchannel
mailto:info@finolab.co.jp

