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協会の前身

2014年よりFintechに関する情報交換および

ネットワーキングを行うイベントを定期的に開催、

2015年9月に一般社団法人Fintech協会設立へ。

#01 2014/10/16 カジュアルミートアップイベント

#02 2014/11/26 テーマ ：「英国Fintech 事情」（協賛 英国大使館）
Creative / Digital Specialist Adviser：Mr. Mark Leaver

#03 2015/02/05 テーマ：「Payment Innovation」
• Infcurion代表取締役 丸山 弘毅
「国内ペイメントカード市場の現状と今後の動向」
• Kraken Bitcoin Exchange 日本市場最高責任者 宮口礼子
「ビットコイン業界とその可能性」

#04 2015/04/09 テーマ：「Ask the Entrepreneur」
• ウェブペイ(株) 久保 渓様、 (株)お金のデザイン 北澤 直様、

クラウドクレジット(株) 杉山 智行様 、
• (株)コインパス 妹尾賢俊様 (株) Finatext 林 良太様

#05 2015/07/16 テーマ：「VCから見た日本Fintech」
● Fidelity Growth Partners 日本代表 Mr. Milstein David 
● NTTドコモ江藤様・NTTドコモベンチャーズ北様

#06 2015/09/30 テーマ① 「Fintechエコシステム」
日本IBM API Economy兼Fintechアドバイザー Rasmus Ekman
テーマ②「Fintech協会発表」
（祝辞）金融庁総務企画局 企画課 企画官 神田 潤一様
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協会概要

Confidential

「Supporting the expansion of the Fintech

Ecosystem in Japan」

Fintech Meetupのコミュニティ活動のネクストステップとして、Fintech協会を設立し、

日本のFintechスタートアップ企業及びFintechエコシステムの成長を支援し、消費者によ
り便利で役に立つ金融サービスの提供を目指します。

オープンな組織にし、一般企業及び関係者のご協力を得て、視野の広い活発な活動にして
いきます。

名称 一般社団法人Fintech協会（Fintech Association of Japan）

設立日 2015年9月24日

住所 東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 茅場町一丁目平和ビル8階
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理事・監事紹介

荻野 調

工藤 博樹

マーク・ステファン・マクダッド

堀 天子

北澤 直

鷹取 真一

星川 高志

鬼頭 武嗣

神田 潤一

宮口 礼子

畑 加寿也

吉川 徳明

藤武 寛之

（会 長） 丸山 弘毅

（副会長） 木村 康宏

（副会長） ナタリー 志織 フレミング

（株式会社インフキュリオン・グループ 代表取締役）

（freee株式会社 執行役員社会インフラ企画部長 ）

（ペイオニア・ジャパン株式会社 代表取締役兼ディレクター(APAC))

（財産ネット株式会社 代表取締役）

（株式会社メリービズ 代表取締役）

（マネーツリー株式会社 取締役）

（森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士）

（Coinbase CEO）

（株式会社Kyash 代表取締役社長）

（クラウドキャスト株式会社 代表取締役）

（株式会社クラウドリアルティ 代表取締役）

（株式会社マネーフォワード 執行役員 渉外・事業開発責任者）

（Ethereum Foundation Executive Director）

（株式会社justInCase）

（株式会社メルペイ）

（リンクパートナーズ法律事務所 弁護士）

代表理事

理事

監事
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様々なジャンルのFintechスタートアップ 約120社が参加

(2019.01.31 現在)
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ベンチャー会員



日本を代表する企業など約250社が参加 （一部抜粋）

金融機関

決済・ローン

通信

広告

ライフスタイル・メディア

SI・製造

テクノロジー基盤

商社・ビジネス開発

ソフトフェア

(2018.09.27 現在)
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目的・事業

Confidential

目的

事業

国内外の関連諸団体、関係省庁等との情報交換や連携・協力の
ための活動を通じて、オープンイノベーションを促進させ、
Fintech市場の活性化および世界の金融業界における日本のプ
レゼンス向上に貢献する

• 国内外の関連諸団体等との情報交換や連携・活動（Fintech Meetup）

• ビジネス機会創出のための各種活動

• 関係省庁や関係団体との連携及び意見交換（ガイドライン等）

• Fintech（金融×IT）に関わる調査研究、及び情報発信

• その他本法人の目的を達成するために必要な活動
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会員組織
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項目 ベンチャー会員 法人会員

会員資格
（定義）

Fintech系サービスを提供している
ベンチャーで、本協会の目的に賛
同して入会申し込みを行い、理事
会の承認を得た法人、団体。一般
社団法人および一般財団法人に関
する法律（以下、「一般法人法」）
上の社員となる。

本協会の目的に賛同して入会申

し込みを行い、理事会の承認を

得た法人。一般法人法の社員と

ならない。

想定される企業
・Fintechベンチャー
（東証一部上場未満クラス）

・Fintech事業を展開する企業
・Fintech関連法人 ソリュー
ション提供企業 調査・研
究機関・メディア

年会費（※入会金なし） 50,000円 150,000円

社員総会への出席（議決権） ○ ×

理事及び監事の推薦権限 ○ ×

分科会活動における 主題・
議題の提起

○ ○

分科会活動等への参加 ○ ○

本協会が主催する MeetUp等

イベントの 参加費
無料 無料

本協会が主催・公認する

各種講座・講演 の受講費
割引 割引

日本でのFintechエコシステムを成長させるために、Fintechベンチャー、

一般企業（金融機関、Sier、コンサル会社など）が参加可能にする
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組織図

社員総会

理事会

代表理事 3名
理事 12名

監事

監事 1名

API・セキュリティ
分科会

マーク・マクダッド

コンプラ分科会

堀 天子

対外イベント

ナタリー 志織 フレミング
真田紀子
事務局（グッドウェイ）

キャッシュレス
分科会

丸山 弘毅
星川 高志

その他分科会

融資、投資資産運用、保
険、送金

分科会・勉強会

各分科会の担当理事

月例会（活動報告会）

事務局（グッドウェイ）

政府・行政窓口

丸山弘毅・堀 天子・北澤 直

事務局
事務局長 1名 桜井 駿
事務局（グッドウェイ、

渥美坂井法律事務所）

広報・マーケ

ナタリー 志織 フレミング
真田紀子

鬼頭 武嗣

キャピタルマーケッツ
分科会

入会説明会

事務局（グッドウェイ）
→理事から説明
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No 分科会名 概要

1 コンプライアンス
横断的規制・KYCなどに関する勉強・検討
金融庁とのFintech時代のオンライン取引研究会に出席

2 API・セキュリティ
APIおよびセキュリティに関する研究・検討
全銀協・FISC・経産省等でのAPI検討会に出席

3 キャッシュレス

決済に関する課題検討、キャッシュレス化推進
経産省での割販法小委員会、カードAPI検討会等に参加

電子レシート推進および会計・納税の環境整備について検討
経産省の電子レシート実証実験に参加

4 融資 新たな融資ビジネスモデル向けた検討、環境整備の検討

5 投資資産運用 Fintechに即した環境整備に関する検討、他団体との意見交換

6 保険 InsTechに関する検討・勉強会、環境整備に関する検討

7 キャピタルマーケッツ ICO・トークンセールについての勉強・検討（グローバル事例など）

8 送金
eKYCや関連規制についての意見交換。
ペイロールの解禁によるインパクト・各社取り組みについて研究

Confidential

活動内容（分科会）
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発足後の主な活動（H27年度）

【主な活動】※セミナー・勉強会・イベントを多数実施

2015.10
・Fintech協会発足
・第1回 超党派議員勉強会

2015.11
・コンプライアンス分科会
・第7回 Meetupイベント

2015.12
・会員全体会
・自民党 IT戦略特命委員会、フィンテック議員連盟

2016.01
・ベンチャー全体会
・ルクセンブルク大使館イベント（協賛）
・決済分科会

2016.02
・FIBC（協力）
・協会会員アンケート

2016.03
・第8回 Meetupイベント
・協会全体会

2016.04

・第2回 超党派議員勉強会
・決済分科会
・オーストラリア領事館とのセッションイベント
・経産省 割販小委員会

2016.05
・ 提言/アンケート結果提出（自民党および経産省に対し）
・ Finovasia Japan Fintech  Night開催

イベント開催に加え、政府・行政との連携も実施
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【主な活動】※セミナー・勉強会・イベントを多数実施

2016.9 ・JBAブロックチェーン Meetup Vol.１

2016.12 ・FinTech Japan2016

2017.3
・ノルウェー王国大使館と「FinTechベンチャーとのワークショップ」を開催
・金融庁との座談会（Meetup with FSA）

2017.4 ・ Fintech Meetup: Silicon Valley Culture

2017.6 ・「FinTech時代のオンライン取引研究会」の設置

2017.7
・ 全銀協のAPI報告書最終版及び経産省の中間とりまとめについての説明会
・Fintech Meetup: Q&A on Robotics x Finance

2017.9

・ 経産省若手pjt「不安な個人、立ちすくむ国家」ワークショップ
・日本の注目Fintechスタートアップ（182社）企業データベースを公開
（原文刊行物 ：日経FinTech、英訳：Fintech協会）

・「FIN/SUM WEEK 2017」日経社・金融庁と共催
・「Money20/20 Asia トークイベント」開催
・銀行API活用企業9社が開催した記者向け勉強会「APIでこれから何が変わる
のか？」でファシリテーターを務める

イベント開催に加え、政府・行政との連携も実施

発足後の主な活動（H28年度）
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【主な活動】※セミナー・勉強会・イベントを多数実施

2017.10
・香港最大級のFintechイベント「Hong Kong Fintech Week」においてネット
ワーキングイベント「Japan Fintech Night」を開催

2017.11 ・リトアニア共和国大使館と「Seminar on Fintech in Lithuania」を開催

2017.12
・Fintech Meetup:12/14（木）Fintech Pitch Off Night
・特許庁特別講演

2018.2 ・「Fintech Meetup at FUKUOKA Growth Next」

2018.3
・「Money20/20 Asia」にて 「Japan Singapore Friendship Evening 」開催
・「平成29年銀行法等改正に係る 政令・内閣府令案等」
（電子決済等代行業に係るパブリックコメント）の説明会

2018.6
・「特許庁×Fintech協会による知財戦略に関する勉強会」
・未来投資戦略2018_省庁横断型「規制のサンドボックス制度」説明会

2018.9 ・「Fintech Japan 2018」開催

イベント開催に加え、政府・行政との連携も実施

発足後の主な活動（H29年度）
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発足後の主な活動
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新体制（第2期 Fintech協会の新理事体制および
アドバイザリーボードメンバー）発表、「FAJ 1年記念パーティー」

2016年10月28日（金）、一般社団法人Fintech協会は、「FAJ 1年記念パーティー」を開催した。Fintech協会設立から1年

を記念し、これまでの取組みや2016年の業界動向のほか、今後の新体制（第2期 Fintech協会の新理事体制およびアドバイ

ザリーボードメンバー）を発表。更に体制を強化し、日本のFintech業界のイノベーション促進に貢献していく。
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発足後の主な活動

Confidential

2016年12月1日（木）、2日（金）、一般社団法人Fintech協会は、「Fintech Japan 2016 〜Fintechのこれから」を開催

した。Fintech業界における国内外の起業家や有識者が一堂に会し、キーノートスピーチやパネルディスカッション、ピッチ

コンテスト（FF17 東京セミファイナル）、スタートアップブース、スタートアップ向け投資家との短時間のミーティング

（Investor Speed Dating）、ビアフェスティバルなど、二日間にわたり催された。
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2017年9月19日（火）〜22日（金）、日本経済新聞社、金融庁、Fintech協会は、丸の内/ 大手町エリアにおいて、4日間に

わたり「FIN/SUM WEEK 2017 フィンテックサミット / 金融を超えたイノベーション」を開催。国内外から200名規模の

登壇者を招き、シンポジウム、ピッチ・ラン、Fintech Japan 2017 のほか、数多くのワークショップが行われた。

「FIN/SUM WEEK 2017 フィンテックサミット/金融を超えたイノベーション」開催

Confidential

発足後の主な活動
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発足後の主な活動
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「Fintech Japan 2018 ～Fintech X」開催

2018年10月25日（木）〜26日（金）、一般社団法人Fintech協会は、東京・有楽町にある東京国際フォーラムにおいて、2

日間にわたり「Fintech Japan 2018」を開催。海外スピーカー32名を含む国内外から80名規模の登壇者を招き、Fintechエ

コシステムを取り巻く関係者と一般来場者は二日間で1,000人を超えた。（後援：日本金融通信社（ニッキン））



締結年月日 団体名

2017.11.24 Bahrain FinTech Bay
バーレン王国を代表するFintechハブ

2017.11.29 Luxembourg House of Financial Technology (LHoFT)
ルクセンブルクのフィンテック団体

2018.03.13 Singapore FinTech Association
シンガポールのフィンテック団体

2018.08.30 Thai Fintech Association
タイのフィンテック団体

2018.10.26 MENA Fintech Association
中東・北アフリカのフィンテック団体

2018.10.26 Hong Kong Internet Finance Association
香港のフィンテック団体

2018.11.14 Russia Association for Development of Financial Technologies
ロシアのフィンテック団体

2018.11.28 Zhejang Fintech Association
中国浙江省のフィンテック団体

2018.12.05 Fintech Philippines Association
フィリピンのフィンテック団体

(2019.01.31 現在)
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発足後の主な活動
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協会に関するお問い合わせ
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第2期 Fintech協会理事会の様子

■Fintech協会についてお問い合わせがある場合、以下へご連絡ください。

Fintech協会事務局 info@fintechjapan.org

事務局の情報
● 桜井 駿（事務局長）
● 株式会社グッドウェイ（藤野・村上）
● 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 （鈴木・落合）
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