2022 年 2 月 24 日
関係各位
株式会社 FINOLAB
一般社団法人 FINOVATORS

FINOLAB と FINOVATORS、「JFIA 2022」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 3 月 9 日(水)に発表 ～

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）と一般社団法人金融革新同友会 FINOVATORS（本店：
東京都千代田区、代表理事：増島 雅和、以下 FINOVATOR S）は、
「Japan
Financial Innovation Award 2022（JFIA 2022：ジェイ・エフ・アイ・エー、
以下 JFIA2022）
」における、各カテゴリの受賞企業を決定しましたのでお
知らせいたします。
JFIA は、金融イノベーションの取り組みを表彰する制度で、今年が 3 回
目の開催です。スタートアップ、金融機関、コラボレーションの 3 カテゴ
リから成り立っています。金融分野における情報通信技術を活用した先進的な取組みを促進し、業界内
でのベストプラクティス共有を図ることに加え、企業グループや業種の垣根を超えたオープンイノベー
ションのさらなる拡大を願い、設立しました。2021 年中にプレスリリースされた金融関連のイノベーシ
ョン案件を約 500 件抽出し、先進性・成長性・金融業界変革の可能性といった観点から決定しています。
大賞及びカテゴリ毎の優秀賞は、3 月 9 日にオンライン開催を予定している「Future Frontier Fes by
FINOLAB（4F：フォー・エフ）
」にて発表および表彰式を行います。

JFIA 2022 受賞企業
カテゴリ

企業

案件
Siiibo、第一種金融商品取引業登録完了のお知らせ

Siiibo 証券株式会社

～ 証券会社として、私募の社債に特化した国内唯一の
web プラットフォーム提供へ ～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000045441.html

スタート
アップ

マネーツリー、金融データ分析ツール「LINK Intelligence」を提
マネーツリー株式会社

供開始
https://getmoneytree.com/press-release-jp/202104-link-intelligence

クレジットエンジン、金融機関・事業会社向けにオンラインファ
クレジットエンジン株式会社

クタリングシステム『CE Factoring』の提供を開始
https://creditengine.jp/news/2021/09/news-cefactoring
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保険契約の更改判定を自動化する機能をリリース
株式会社 hokan
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000063.000028337.html

「Kyash 法人送金サービス」の提供を開始
株式会社 Kyash

～ 報酬や売上金の支払サイクルの迅速化・体験向上を支援、まず
はギグワーカーやフリーランス業界に対し提供開始 ～
https://www.kyash.co/press-release/20211223

スマホアプリによる海外送金サービス「Sendy」の提供を開始
株式会社セブン銀行

～ ベトナム向け海外送金を開始 ～
https://www.sevenbank.co.jp/corp/news/2021/pdf/2021032901.pdf

国内初、パブリッククラウドでの フルバンキングシステムが北
國銀行で稼働開始
株式会社北國銀行

～「BankVision on Azure」により、 地方銀行のビジネスモデル
変革を推進 ～
https://www.hokkokubank.co.jp/other/news/2021/pdf/20210506.pdf

金融機関
～ 大規模水災時の保険金支払いを迅速化 ～
三井住友海上火災保険株式会社

ＡＩドローンとチャットボットを活用した「水災デジタル調査」
の導入
https://www.ms-ins.com/news/fy2021/pdf/0712_1.pdf

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

資産形成総合サポートサービス「Money Canvas」の提供について
https://www.bk.mufg.jp/news/news2021/pdf/news0902_2.pdf

株式会社三井住友銀行

「ＳＭＢＣデジタルセーフティボックス」の取扱開始について
https://www.smbc.co.jp/news/j602399_01.html

住信 SBI ネット銀行株式会社

「暮らしまるごと」をサポートする「ヤマダ NEOBANK」誕生！

株式会社ヤマダホールディングス

https://www.netbk.co.jp/contents/company/press/2021/corp_news_20210621.html

FinTech を活用した新型マイカーローンの取り扱いを日本全国
Global Mobility Service 株式会社
株式会社アプラス

に本格展開
～ 真面目に働く外国人の皆さまが日本で活躍できる、金融包摂
コラボ

を実現 ～

レーショ

https://news.global-mobility-service.com/.assets/20210716_Aplus_jp.pdf

ン
Crezit Holdings 株式会社
アコム株式会社

Crezit、アコム株式会社との『Credit as a Service (CaaS)』導入及
び新規事業創出に向けた業務提携の協議に関する合意を締結
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000043526.html

株式会社インフキュリオン
きらぼしテック株式会社

インフキュリオン、きらぼしテックが提供する「ララ Q」アプリ
に ウォレットステーションの提供を開始
https://infcurion.com/news/news-20211124_001/

（ニュースリリース公表日順）
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【JFIA 2022 表彰式】
JFIA 2022 表彰式につきまして、詳細・お申込みは、下記イベント URL をご覧ください。
開催日時： 3 月 9 日（水）17:30 - 20:00
※会期中の「Future Frontier Fes by FINOLAB」Day3 にて行います
開催方法： オンライン配信
参加費用： 無料（事前申込制）
イベントサイト： https://jfia.tokyo/

■JFIA 2021 大賞及び各カテゴリ優秀賞
大

賞 ：Alpaca Japan 株式会社 / 株式会社 FOLIO
金融機関向け AI 技術を個人向けロボアドバイザーに実装「FOLIO ROBO PRO」

スタートアップ優秀賞

：株式会社 Finatext

事業者向け保険クラウドサービス「Inspire（インスパイア）」

コラボレーション優秀賞：ELEMENTS グループ 株式会社 Liquid / 東京海上日動火災保険株式会社
eKYC サービス向けサイバーリスク保険
特

別

賞

：株式会社 justInCase / 大同生命保険株式会社
医療従事者および中小企業の支援「コロナ助け合い保険」

■JFIA 2020 大賞及び各カテゴリ優秀賞
大

賞 ：株式会社ふくおかフィナンシャルグループ
次世代バンキングシステムのパブリッククラウド構築

スタートアップ優秀賞

：クラウドキャスト株式会社

経費精算サービス一体型法人プリペイドカード

金 融 機 関 優 秀 賞 ：GMO あおぞらネット銀行株式会社

銀行 API 用の開発者ポータルサイト

コラボレーション優秀賞：株式会社セブン銀行 / 株式会社カウリス / 関西電力株式会社
電力設備情報を活用した不正銀行口座の開設防止

■関連ニュースリリース
金融イノベーションを表彰する「JFIA 2021」大賞は、Alpaca Japan 株式会社と株式会社 FOLIO の「FOLIO
ROBO PRO」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000049702.html
FINOLAB と FINOVATORS、「JFIA 2020」大賞と優秀賞を発表
～ 大賞はふくおかフィナンシャルグループが受賞 ～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000049702.html
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■株式会社 FINOLAB （フィノラボ）概要

■FINOLAB コミュニティの概要

所在地：東京都千代田区大手町 1-6-1

FINOLAB（The Fintech Center of Tokyo, FINOLAB）は、世界有

代表者：代表取締役 伊藤 千恵

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

設立：2019 年 7 月 11 日

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

資本金：3 億円（資本準備金を含む）

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

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

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

ン＆リアルの場）を創り、ビジネスに関する学び、発見、ワクワ

会社電通国際情報サービスの協業により開設。2022 年 2 月現在、

ク感、共感できる人との出会い、SANDBOX（実験場）等を提供

国内外の金融関連スタートアップ 47 社、業界団体 2 団体、事業

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

法人 23 社が参画。

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

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

ム構築を目指す。

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

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

■一般社団法人 金融革新同友会 FINOVATORS（フィノベーターズ）概要
スタートアップ支援のプロフェッショナル（弁護士、投資家、コンサルタント、アナリスト、技術者、起業家、金融従事者、公共等）が
ボランティアとして参加している非営利団体。一企業や特定分野の利害を超えたグローバルな視野と未来思考によって、日本経済社会に
おける健全なイノベーションエコシステムの形成を牽引。
http://finovators.org/

【本リリースに関するお問い合わせ先】
株式会社 FINOLAB 担当 立花
E-Mail：info@finolab.co.jp
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