
株式会社オービックビジネスコンサルタント

▶セミナープログラム

in TOKYO

オススメセミナー

Ａ－３ 13:10～14:10

Ａ－１ 10:00～11:00

株式会社オービックビジネスコンサルタント

Ｄ－２ 11:40～12:40

日本マイクロソフト株式会社
業務執行役員・エバンジェリスト 西脇 資哲 氏

Ｂ－２ 11:40～12:40

※セミナープログラム、セミナータイトルは
予告なく変更となる可能性がございます。

総務人事

定員になり次第、申込受付終了となります。予めご了承ください。

金

受付開始

9:15～9:30～17:30

｜開催会場｜

東京会場

ANAインターコンチネンタルホテル東京

｜開催日時｜

2018

10/12

株式会社オービックビジネスコンサルタント

Ｂ－１ 10:10～11:10

押さえておきたい

「働き方改革関連法案」
５つのツボ＜法令編＞
企業に求められる備えを
専門家がわかりやすく解説！

押さえておきたい

「働き方改革関連法案」
５つのツボ＜ＩＴ編＞
実務対応に必要なシステム要件と
奉行の対応機能を先行公開！

給与奉行ユーザー必見！

いよいよ本番！
「平成30年改正配偶者(特別)控除」
制度の理解から実務テクニック
まで丸ごと解説

Ａ－４ 14:40～15:40

熊丸雅髙税理士事務所
税理士 熊丸 雅髙氏

Ｂ－３ 13:20～14:20

元「マルサ」東京国税局査察部が明かす！
三税務署の署長を務めた

プロだからわかる、
脱税のにおいと税務調査ポイントの
対策方法を大公開！

Ａ－３ 13:20～14:20

株式会社オービックビジネスコンサルタント

勤怠管理システム１つで

残業削減はできる！
1,000社以上の企業で実証された成功
パターンと具体的な削減手法を大公開

株式会社オービックビジネスコンサルタント

Ｅ－４ 14:40～15:30

株式会社オービックビジネスコンサルタント

Ｄ－３ 13:20～14:20

経理ご担当者様必見！

"今"も"将来"も
経理部門の生産性を向上する
クラウド会計システムとは

経理会計

https://www.obc.co.jp/f2018/tokyo

｜申込方法｜

FAX先行の申込みは裏面へ

WEB申込み・詳細はこちら
（代理店コード：TOKY1711）

総務人事

総務人事

社会保険労務士法人迫田･村上リーゼンバーグﾞ
合同会社 労務トラスト 代表社員
特定社会保険労務士 村上 剛久 氏

アクタス税理士法人
代表社員 税理士 加藤 幸人氏

消費税10%改正・軽減税率
制度導入施行まであと1年
企業が今からやるべき対策ポイント
を税理士が徹底解説！

株式会社オービックビジネスコンサルタント
代表取締役社長 和田 成史

ITによる大変革時代、
クラウドがもたらす
業務システム革命

特別講演

株式会社オービックビジネスコンサルタント

Ｃ－1 10:00～11:00

基幹システムの消費税対応にお悩みの方必見!

導入事例から見る、基幹システムの
消費税改正対応をたった3か月で完了
させる方法

経理会計

Ａ－２ 11:30～12:30 基調講演 基調講演

株式会社オービックビジネスコンサルタント

Ｄ－４ 14:50～15:50

これからクラウド化を検討する中小企業様必聴！

クラウドのパワーで業務生産性を
劇的に上げる「奉行クラウド」の
全貌を徹底紹介

クラウド

Ｃ－２ 11:30～12:30

基調講演

「総務の働き方改革」のカギは
従業員とのやり取りにあった！

クラウドを活用した総務と従業員
双方の生産性向上実現手法のご紹介

総務人事

ユーザックシステム株式会社
取締役 マーケティング本部長
小ノ島 尚博 氏

AI・RPA・IoT
最新テクノロジーがもたらす
業務の変革を徹底解説

成功するRPA 失敗するRPA
~他社はデジタルレイバーをどう上手く
活用しているのか？~

Ｂ－５ 16:20～17:20 ＩＴ Ｃ－４ 14:40～15:40

ハンズオン

他のクラウド会計システムと
一体何が違う？

勘定奉行クラウドを
実際に操作して体感しよう！

株式会社オービックビジネスコンサルタント

Ｅ－５ 16:10～17:00 ハンズオン

給与担当者様必見！

これからの時代の
給与業務をいち早く体感できる

給与奉行クラウドハンズオンセミナー

経理会計



■

2018
将来像がイメージできる“パッケージ&クラウドサービス”イベント

https://www.obc.co.jp/f2018/Tokyo
▼ 申込WEBサイト

紹介代理店コード記入欄

T O K Y 1 7 1 1

03-3342-1874FAX 下記項目に必要事項をご記入のうえ、FAXにて送信してください。

WEB申込み開始は8月上旬を予定しております。 WEB公開前は本FAX申込書にて先行して申込受付を行っております。

参加費
無料

東京会場

貴社名

フリガナ

ご住所
〒 －

E-mail
TEL FAX

ご芳名

フリガナ 所属部署 役職

□経営者 □管理責任者 □実務担当者 □システム担当者 □その他（ ）

お客様
区分

該当する区分にチェック☑をしてください。

□お客様（奉行シリーズのユーザー様） □お客様（奉行シリーズのユーザー様でない）□販売パートナー □販売検討企業様 □出展パートナー様

【 売上高 】 □5億円未満 □5億円以上～20億円未満 □20億円以上～50億円未満 □50億円以上～100億円未満 □100億円以上～300億円未満
□300億円以上～500億円未満 □500億円以上～1,000億円未満 □1,000億円以上

【従業員数】 □1～30名 □31~100名 □101～300名 □301名～500名 □501名～1,000名 □1,001名以上

「システム相談会」お申込み □ 相談会を申し込む

必須

必須

必須

必須

2018年10月11日[木]

セミナー受講を希望される方は、ご希望のプログラムに☑ をしてください。

ルームＡ ルームＢ ルームＣ ルームＤ ルームＥ

□ 10:00～11:00 □ 10:10～11:10 □ 10:00～11:00 □ 10:10～11:10

□ 11:30～12:30 □ 11:40～12:40 □ 11:30～12:30 □ 11:40～12:40 □ 11:30～12:20

□ 13:10～14:10 □ 13:20～14:20 □ 13:10～14:10 □ 13:20～14:20 □ 13:10～14:00

□ 14:40～15:40 □ 14:50～15:50 □ 14:40～15:40 □ 14:50～15:50 □ 14:40～15:30

□ 16:10～17:10 □ 16:20～17:20 □ 16:10～17:10 □ 16:20～17:20 □ 16:10～17:00

※同一タイトルのセミナーの内容は同じです。 ※セミナープログラムは予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。
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□郵送DM □OBCホームページ □FAXDM □新聞 □テレビ □奉行EXPRESS □メールDM □OBC営業からの紹介
□販売代理店からの案内 （代理店名： ）□その他（ ）必須

【個人情報の取り扱いについて】 奉行クラウドフォーラムは株式会社オービックビジネスコンサルタントと共催企業により運営されております。ご入力いただく個人情報は、弊社とお客様が指定した会場のフォーラムを運営する共催企業でそれぞれ管

理されます。弊社および共催企業は、本申込書にご記入いただいたお客様の個人情報を以下の目的でのみ利用いたします。 1．奉行クラウドフォーラムに関するお客様へのご連絡 2．個人情報を特定できない形式の統計資料としての利用
弊社の個人情報保護に対する取り組みは個人情報保護方針（プライバシーポリシー）をご覧ください。 http://www.obc.co.jp/privacy/ 共催企業の個人情報保護方針（プライバシーポリシー）につきましては、各共催企業に
お問合せください。

ご紹介代理店

〒163-6032 東京都新宿区西新宿6-8-1
住友不動産新宿オークタワー32F

TEL：03-3342-1870 FAX：03-3342-1874

基調講演 ハンズオン

基調講演

特別講演

基調講演 基調講演

基調講演

＜職業専門家向け＞

ハンズオン

ハンズオン

ハンズオン

※A-2と同じ

※A-3と同じ

※A-5と同じ

※B-4と同じ

※ 複数でお申込みの場合は、コピーしてお使いください。

お申込み後､｢受付票｣をE-mailにてご返信いたしますので、E-mailアドレスは必ずご記入ください｡ (E-Mailアドレスをお持ちでない方はFAX番号を必ずご記入ください｡)

展示会のみ参加希望

＜パートナー様向け＞

フェイス・ワン株式会社
〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル7階
TEL：03-5637-1401 FAX：03-5637-1402

http://www.obc.co.jp/privacy/

