
 

 

 

 

 

 

本イベントは、日本の金融機関及び関連ビジネスに従事する方々に対して、ドイツのフィンテックスター

トアップをご紹介し、両者のコラボレーションを促進することを目的としております。ウェビナーの後には、

各フィンテック企業に対して自由に質疑応答を行える Meetup の時間を用意してあります。 

 

The aim of this event is to provide an opportunity for both German fintech firms and Japanese financial 

institutions to know each other and develop their future business relations.  

 

 

 

日付 

Date 

11 月 10 日（水） 

Wednesday, 10 November 

時間 

Time 

日本時間 17:30-18:30 

CET 9:30-10:30 

形式 

Method 

オンライン（会議リンクは参加希望者に別途送付致します 

Online (a link for the event will be sent separately） 

言語 

Language 

英語（一部企業の Meetup は日本語対応可） 

English 

登録 

Admission 

無料（登録が必要です） 

FREE (Registration required) 

 

 

 

下記リンクからご登録ください。 

Please register using the link below. 

 

REGISTER 

 

イベントへのアクセスリンクは、ご登録後にお送りいたします。 

A link to access the event will be sent to you few days before the event. 

 

 

 

- ドイツフィンテック企業のサービスに関心のある、日本の金融機関及び関連ビジネスに従事する方 

- Japanese financial institutions who are keen to collaborate with German fintech firms. 

German Fintech Pitch & Meetup with Japanese 
Financial Institutions 

イベントについて/About the event 

参加対象者/Expected Audience 

プログラム概要/ Details of the event 

登録方法/Register for the event 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_dh46ClXMq7fqcNvkZePcBL6nu0p3g7dFvRRpjrzevHT6gg/viewform?usp=sf_link


 

 

・Bots4you 

Bots4You は、チャットボットやボイスボットのための会話型 AI プラットフォームを自社開発

して提供しています。すべてのソリューションには、業界の専門知識に根差した豊富なコンテ

ンツが最初から用意されています。様々な言語に対応した高品質なテキスト・音声認識によ

り、すべてのプロセスにおいて業界最高水準の信頼性と一貫性のあるサービス品質を実現

します。すべてのソリューションは、Bots4you のオープンなプラットフォームを介して、お客様

の社内システムと迅速かつ容易に連携することができます。また、生成されたデータを構造

的に処理することで、Bots4you は独自の会話分析も提供します。 

 Bots4You offers a self-developed Conversational AI platform for Chatbots & Voicebots. 

Rooted in sound industry expertise, all solutions contain extensive content right from the 

start. High-quality text and speech recognition for more various languages ensures reliable 

and consistent service quality at the highest industry standard on all process levels. All 

solutions can be quickly and easily linked to the customer’s internal systems via the open 

Bots4you platform. By structured processing of the data generated, Bots4You also provides 

unique conversational analytics. 

・Simplesurance 

simplesuranceは、保険に簡単にアクセスできるプラットフォームを提供しています。同社は、

E コマース／フィンテックプロバイダーに革新的なクロスセリングソリューションを提供し、たっ

た数回のクリックで保険を購入できるようにします。独自のスケーラブルな技術により、

simplesurance は様々な国のオンラインショップのネットワークを継続的に拡大しています。 

simplesurance is a platform for simple access to insurance. The company provides 

innovative cross-selling solutions to e-commerce/FinTech providers and enables their 

customers to purchase insurance with just a few clicks at the point-of-sale. With its unique 

and scalable technology, simplesurance is continuously growing network of online-shops 

across various countries. 

・Surecomp 

Surecomp®は、銀行や企業向けのグローバルな貿易金融ソリューションのマーケットリー

ダーです。30 年以上にわたり業界をリードしてきた当社は、デジタル貿易金融、サプライチェ

ーンファイナンス、トレジャリーソリューションの革新的なポートフォリオを提供し、取引のライ

フサイクルを合理化することで、業務効率の向上、コンプライアンスの徹底、成長の促進を図

っています。トロント、ニューヨーク、サンチアゴ、ブエノスアイレス、ロンドン、ハンブルグ、テ

ルアビブ、シンガポールに 8 つのオフィスをグローバルに展開し、世界 80 ヵ国以上で一流の

顧客層にサービスを提供しています。 

Surecomp® is the market leader in global trade finance solutions for banks and 

corporations. An industry pioneer for over 30 years, we provide an innovative portfolio of 

digital trade finance, supply chain finance and treasury solutions, streamlining the 

transaction lifecycle to enhance operational efficiency, ensure compliance and drive growth. 

With a global footprint of eight offices in Toronto, New York, Santiago, Buenos Aires, 

London, Hamburg, Tel Aviv and Singapore, we serve a prestigious customer base in over 

eighty countries across the world.  

 

 

 

登壇企業及び企業概要/ German fintech firms 

https://www.bots4you.de/en/
https://www.simplesurance.com/ja/
https://surecomp.com/
https://surecomp.com/jp/


 

 

主催/Organisers 

         

後援/Supporters 

 

 

 

 

在ドイツ日本国大使館 

The embassy of Japan in 

Germany 

山下 雄大 

YAMASHITA Takahiro 
takahiro.yamashita-2@mofa.go.jp 

 

 

主催及び後援/ Organisers & Supporters 

担当者連絡先/Contact 


