
公式ユーザー会 Jagu'e'r
金融分科会のご案内

一般社団法人日本クラウドセキュリティアライアンス  渥美俊英

株式会社みんなの銀行  宮本昌明

みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社  平野桜子

シンプレクス株式会社  河越 光
SOMPOホールディングス  土屋敏行

Google Cloud 黒須義一
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これまでの活動のふりかえり
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Proprietary + Confidential

本日のパネリスト

渥美 俊英
一般社団法人

日本クラウドセキュリティ

アライアンス

宮本 昌明
株式会社みんなの銀行

平野 桜子
みずほリサーチ＆

テクノロジーズ株式会社

河越 光
シンプレクス株式会社

土屋 敏行
SOMPO

ホールディングス株式会社

黒須 義一
Google Cloud
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What is Jagu’e’r ? 

Japan Google Cloud User Group for Enterprise

Official Website: https://jaguer.jp/

Japan Google Cloud User Group for Enterprise (a.k.a. 
Jagu’e’r) は、企業とパートナー 向けの Google Cloud 公
式ユーザー会です。

Jagu’e’r は、各企業のチャンピオン、ITリーダー同士の
ネットワーキングを支援しています。

会員各自のテーマに応じた分科会を通じて各企業の課題
解決を目指している自発的な組織です。

https://jaguer.jp/


Jagu'e'r 会員数

2020/11 /4  
設立

    489 社 

 2,107 名

会員数 
2,000 名突破

https://cloud.google.com/blog/ja/products/gcp/google-cloud-usergroup-for-enterprise
https://cloud.google.com/blog/ja/products/gcp/google-cloud-usergroup-for-enterprise


コミッティ企業

下記 11 社 11 名の方にコミッティをお願いしています

現在、会長は LIXIL 岩崎磨様



どんな活動をしているの？

<定期イベント>
● Jagu’e’r Park  Spring / Winter

○ 会員全員参加のイベント。年  2 回開催 （春と冬）
● コミッティ会議

○ 会の運営・新規入会希望者の審査など。年  4 回(3 月・6 月・9 月・12 月)

<不定期イベント>
● 分科会活動

○ 各分科会毎に  Meet up イベントを開催

<その他>
● メルマガ(隔月発行目標 ) による情報発信
● 公式ブログでの分科会活動報告
● Slack チャネル・  Facebook チャネルでの交流

https://docs.google.com/presentation/d/1DJOvOj63bQrS0bTM806PfZfyZgjrXKmz1TVx_zRI6D0/edit#slide=id.p1
https://jaguer.jp/workinggroup/


# 名称 Owner 人数

1 CCoE 研究分科会 KINTO 粟田 157
2 Google Workspace 分科会 Google 吉留 120

3 デジタル・クラウド人材育成分科会 Accenture 秋元、NEC 烏山 248

4 データ利活用分科会

Google 宮本・梅川

シスメックス 増森 227

5 セキュリティ分科会

Google 高橋

ZDF 高橋 93

6 小売業界分科会

フューチャー 柴田

セブンイレブン佐藤

Google 深堀 板垣 武藤 千田 81

7 クラウドネイティブ分科会

NTTD 堤
Google 中丸 155

8 金融分科会

BTC 渥美

98

9 Jagu'e'r Award 運営事務局

NEC 烏山

JOHNAN 広瀬 4

10 サステナビリティ分科会 NRI 米川　ACN 秋元 59

11 CX 分科会 CA 金子、杉山 19

12 Observability（O11y）分科会

スクエニ 橋本

New Relic 岩田 88

13 基幹システム（ERP） 分科会

Google 廣瀬、山岡、黒田、浅

沼、遠山 40

14 製造分科会

NGK 木村

Google 野村 69

15 スタートアップ分科会 Google 高橋・谷村 95

16
企業カルチャーとイノベーション分

科会 Google 岩田 宮本 80

17 ビストロじゃが~る八番街 DNP 岡本、酒井 14

18 九州分科会 ZDF 家壽田、Google 福田 49

19 関西分科会 2Way 平岡 17

20 北海道分科会 エニシアス大林、HAJ 松浦 15

21 ヘルスケア分科会 シスメックス増森 51

22 モバイルスマホアプリ分科会 ZDF 家壽田、山口 27

23 教育機関向け分科会

日本女子体育大学 山口、

Libersky 樋口

Google 中西、岡田 準備中

24 Jagu'e'r はじめてラウンジ Google 横山、栃沢 New

活発な分科会活動



Meet Up がハイブリッドに　（2023 年現在既に 20 回以上）



コミュニティ活動は、皆さまの社内プレゼンス向上に寄与します

多数のメリット

● 最先端のテクノロジーとビジネスの関係性を他社から学ぶことができる

● 企業間のつながりを見出し、新たな自社の価値を見出すことができる

● テックスキルを底上げすることができる

● 他社の事例を参考にすることができる

● 自社の DX 進捗度合いを客観的に推し量ることができる

● 中には NDA ベースのクローズドなコミュニティもある

● ちょっとしたユースケースでも他者には充分有益である

etc…

コミュニティ参加

自らも発信

Know-How・Know-Who

他社が自社を知る

自社が自社を外から知らされる

発言、行動に説得力



どうやったら入れるの？

● Google Cloud 利用者であれば ユーザー、パートナー どちらでも参加可能

○ ユーザー会内でのパートナーによる営業活動は原則禁止

● 一社あたり XX 名という人数制約はない

● 入会には原則 Google との NDA があること

● 会費は無料

● 入会はフォームから申請。事務局確認のうえ、

最終的にコミッティ承認により入会

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs6TQitRD7i3qGbPk3mkUxxUZFuKcebls_3uweUHiNuSyh7w/viewform?fbclid=IwAR2I8r5X0jyhAz3nZ6ooO7a76Jry2qEvaJTnE819BI7zRJqt5PypM4d2-X0


次に好きな分科会に登録まずは Jagu’e’r に登録

登録フォーム

※すべて招待制

入会するための ステップ

会員規約を読み
まずは Jagu'e'r 本体へ登録

Jagu’e’r 公式ページから
興味のある分科会を

チェックし登録

Twitter
https://goo.gle/twitter_jaguer

Facebook
https://goo.gle/facebook_jaguer

Slack
https://goo.gle/slack_jaguer

https://jaguer.jp/workinggroup/
https://forms.gle/GKLF8DoxFcHLrJCY7

SNS や分科会で交流！



又吉 佑樹

株式会社G-gen
 村田 靖拓

フューチャー株式会社

増森 聡明

シスメックス株式会社

秋元 良太

アクセンチュア株式会社
 家壽田 雅史

ゼロバンク・デザインファクトリー株式会

社

Jagu'e'r の盛り上げ役　〜 Evangelist 制度 〜



Jagu'e'r Thanks !　制度

【目的】

● Jagu'e'r 会員同士の  Recognition を促進

● コミュニケーション活性化

【方法】

1. 専用の Google Form で称賛したい人を登録（誰でも）

2. 自動 bot が Slack に受賞を通知

3. 受賞者は Swag を 1 個 Get できる

4. 同一人物→同一人物の推薦は半年に  1 度まで

5. 推薦上限は月  3 名まで





Jagu'e'r 会員向け限定トレーニング企画 by Partner



Jagu'e'r からのアウトプット例　その①

Google Cloud FISC リファレンス



Jagu'e'r からのアウトプット例　その②

CCoE ＜Cloud Center of Excellence ＞ 本



Jagu'e'r からのアウトプット例　その③

Google Cloud 認定資格者

75
参加会社数

175
参加者数

106
バッジ獲得者数

704
バッジ獲得総数

56
資格取得者数

91
取得資格総数



Jagu'e'r からのアウトプット例　その④

多数のメディア露出（累計 40 回以上）



※すべて招待制

入会するための ステップ（再掲！）

次に好きな分科会に登録まずは Jagu’e’r に登録

登録フォーム

会員規約を読み
まずは Jagu'e'r 本体へ登録

Jagu’e’r 公式ページから
興味のある分科会を

チェックし登録

Twitter
https://goo.gle/twitter_jaguer

Facebook
https://goo.gle/facebook_jaguer

Slack
https://goo.gle/slack_jaguer

https://jaguer.jp/workinggroup/
https://forms.gle/GKLF8DoxFcHLrJCY7

SNS や分科会で交流！
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募集概要

● 対象者 Jagu'e'r 会員

● 参加者数 104 名（2023 年 2 月末現在）→絶賛会員募集中です！

運営体制

● 分科会長　渥美俊英

● 運営チーム　みんなの銀行、 SOMPOホールディングス、みずほリサーチ＆テクノロジー、シンプレクス、野村総

合研究所

● サポーター　Google Cloud Japan メンバー

目的

● 金融業界でクラウドを活用した新しい取り組みを実現するための着想を得る

● 業界共通の悩みの解決（規制対応、既存環境への  Cloud 適用、セキュリティ対策）

● Global 金融での取り組みの研究

主な活動

● Meet Up （2 ヶ月に 1 回のペース、テーマは都度検討）

● Slack 上での常時情報交換

● Open Meet Up（今年開催予定、Jagu'e'r 会員以外のかたにも公開）

金融分科会 概要



金融分科会で取り上げていくテーマ



これまでの活動のふりかえり 
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これまでの Meet Up 開催記録

04 05

第 4 回 Meet Up

2022 年 6 月 29 日

第 1 部
金融機関の SRE 適用

可能性を探る

第 2 部
パネルディスカッション渥美

さん（金融分科会長）、青柳

さん（アクセンチュア）、外間

さん（金融庁）、西岡さんの

4 名

01 02 03

第 2 回 Meet Up

2022 年 2 月 24 日

第 1 部
2022 年のエンベデッドファ

イナンスの展望

野村総合研究所 城田様

第 2 部
Google Cloud での個人情

報保護対策

第 3 部
参加者交流会

第 1 回 Meet Up

2021 年 12 月 15 日
・自己紹介

・分科会の進め方

・みんなの銀行開業半年を

迎えての状況共有

・グループ討議

・チーム別発表

第 5 回 Meet Up

2022 年 10 月 19 日

Google Cloud の安全性

について

 〜Google Cloud の 
ISMAP 登録完了と金融

業界への影響 〜

第 3 回 Meet Up

2022 年 4 月 26 日

LT 大会

登壇：

金融庁、NTTデータ、日本

ティーマックス、SOMPO 
ホールディングス、日本総

合研究所、アクセンチュア、

Google Cloud
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これまでの Meet Up 開催記録

09 10

第 9 回 Meet Up

内容準備中！

06 07 08

第 7 回 Meet Up

2023 年 4 月末または 
5 月初旬

オープン Meet UP として 
Jagu'e'r 以外の皆様にもご

参加いただける Meet Up 
を準備中

第 6 回 Meet Up

2022 年 12 月 13 日

LT 大会 兼 忘年会

登壇：

みんなの銀行、Kiara、
SOMPO ホールディング

ス、大和総研、Google 
Cloud、渥美さん

第 10 回 Meet Up

内容準備中！

第 8 回 Meet Up

内容準備中！



第 1 回 & 第 2 回 Meet Up

”正にこれからの新形態銀行の話「第 1 回 meetup のみんなの銀行のサービ
スについて」は、金融に関する知識を学ぼう、最新の技術を取入れるような業
務に関われたらなという思いを抱き、大変、自分の中の勉強に対するモチベー
ションアップに結び付きました。 ”

” 銀行基幹系を Public Cloud に載せたみんなの銀行さんの開発や運用に対
する考え方が聞けた ”

”エンベデッドファイナンスや個人情報保護とクラウドなどの旬なテーマを専門

ゲストから直接話を聞けるのはよかった ”



Place Image Here

“ライトニングトーク（英 : Lightning Talks; LT）とはカンファ

レンスやフォーラムなどで行われる短いプレゼンテーショ

ンのこと。”         (Wikipediaより)

● 現場の方達から知見を直接共有

● その場でしか聞けないこと盛りだくさん

○ 他社事例

○ 最新技術の話題　　　　などなど

● アウトプットの練習にも！
年忘れ 金融分科会 Meetup #6
みんなの銀行 宮本さん　「システム外販、BaaS 事業に至る道」

第 3 回 & 第 6 回 LT 大会



第 3 回 & 第 6 回 LT 大会

” なんといっても、LT 大会は興味深い内容が盛りだくさんで、聞いているうちにとても身近な話題だと思う点が
多く、普段の業務も見方でこんなに変わるものだという気持ちになります。そして、常に学びの手を止めない
こと大切だと改めて感じます。また、最新の技術に触れる機会も多く、発見がたくさんあるのが LT 大会です。 
”



第 4 回 Meet Up

” SRE（Sire Reliability Engineering）による
安定的なサービス提供の概念が金融機関
に適用できるか以前より話したかった内容
でした ”



第 5 回 Meet Up

● デジタル庁の 2021 年、2022 年 ガバメントクラウド調達について
の歴史的意義

● ガバメントクラウドの調達指針に記載された技術要件の読み解き
方

● 政府情報システムにおけるクラウド サービスの利用に係る基本
方針（クラウド・バイ・デフォルト）の位置づけ

● ISMAP 解説

” 政府・当局の動きなど時事ネタも追うこと
が出来て勉強になりました ”



他の分科会に参加して役にたったこと

# 名称 Owner 人数

1 CCoE 研究分科会 KINTO 粟田 157
2 Google Workspace 分科会 Google 吉留 120

3 デジタル・クラウド人材育成分科会 Accenture 秋元、NEC 烏山 248

4 データ利活用分科会

Google 宮本・梅川

シスメックス 増森 227

5 セキュリティ分科会

Google 高橋

ZDF 高橋 93

6 小売業界分科会

フューチャー 柴田

セブンイレブン佐藤

Google 深堀 板垣 武藤 千田 81

7 クラウドネイティブ分科会

NTTD 堤
Google 中丸 155

8 金融分科会

BTC 渥美

98

9 Jagu'e'r Award 運営事務局

NEC 烏山

JOHNAN 広瀬 4

10 サステナビリティ分科会 NRI 米川　ACN 秋元 59

11 CX 分科会 CA 金子、杉山 19

12 Observability（O11y）分科会

スクエニ 橋本

New Relic 岩田 88

13 基幹システム（ERP） 分科会

Google 廣瀬、山岡、黒田、浅

沼、遠山 40

14 製造分科会

NGK 木村

Google 野村 69

15 スタートアップ分科会 Google 高橋・谷村 95

16
企業カルチャーとイノベーション分

科会 Google 岩田 宮本 80

17 ビストロじゃが~る八番街 DNP 岡本、酒井 14

18 九州分科会 ZDF 家壽田、Google 福田 49

19 関西分科会 2Way 平岡 17

20 北海道分科会 エニシアス大林、HAJ松浦 15

21 ヘルスケア分科会 シスメックス増森 51

22 モバイルスマホアプリ分科会 ZDF 家壽田、山口 27

23 教育機関向け分科会

日本女子体育大学 山口、

Libersky 樋口

Google 中西、岡田 準備中

24 Jagu'e'r はじめてラウンジ Google 横山、栃沢 New
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第 7 回 Meet Up （ 新春オープン Meet Up ）

日時　2023 年 4 月末または 5 月初旬 
午後6時 〜 午後8時

場所　Google オフィスとオンラインによるハイブリッド開催

参加　特になし　Jagu'e'r 非会員のかたも自由にご参加いただけます
条件

内容　 ただいま絶賛企画中

・ゲストスピーチ

・事例 LT 大会 （1社 10 分程度）

・クラウドの大規模障害を避けるテクノロジーと運用技術

・内製化への挑戦

・これまでに寄せられた希望テーマからピックアップ



※すべて招待制

金融分科会へのご登録ステップ

※すべて招待制

次に金融分科会に登録まずは Jagu’e’r に登録

登録フォーム

会員規約を読み
まずは Jagu'e'r 本体へ登録

ご興味が湧いたら
すぐ登録！

https://jaguer.jp/financial/
https://forms.gle/GKLF8DoxFcHLrJCY7



Thank You！


