
業務のデジタル化が実現する「これから」の 
経理業務のカタチ       株式会社オービックビジネスコンサルタント 

KEYNOTE セッション 11.5(木)11:05-11:50  
※11.6(金)にも同じセミナーを配信します。  

業務のデジタル化によって経理部門の働き方がどのように
変わるのかが分かります！  

✔ 

奉行クラウドが目指すデジタル化のビジョンを知ることが
できます  

✔ 

     業務 セッション 11.6(金)14:40-15:20  

デジタル経理を実現する新しいクラウド会計の全体像が分かります！  ✔ 
デモンストレーションを通じて、奉行クラウドが実現するデジタル経理

を体感できます！  
✔ 

セットで 
おススメ！  

明日からできる販売管理と営業のテレワーク！ 

クラウド販売管理を活用したデジタル業務の実践方法を大公開 

「これから」の総務人事を真剣に考える 
人事労務業務のデジタル化に必要なこととは？        

株式会社オービックビジネスコンサルタント 

KEYNOTE セッション 11.5(木) 13:00-13:50   
※11.6(金)にも同じセミナーを配信します。  

人事労務業務のデジタル化を阻む要因と実現に必要な
ことが分かります！ 

✔ 

奉行の「人事労務業務のデジタル化」最新サービスを一挙に
知ることができます  

✔ 

     業務 セッション 11.5(木) 15:00-15:40  

人事労務業務の4つの主要業務について、デジタル化の実践手法が

分かります！  
✔ 

デモンストレーションを通じて奉行の「人事労務業務のデジタル化」を
体感できます！ 
✔ 

セットで 
おススメ！  

販売管理と営業業務のデジタル化を体感 

デジタル経理時代の 
新しいクラウド会計の全貌を一挙公開！        

 

株式会社オービックビジネスコンサルタント 

「これから」の総務人事はこう変わる！ 
人事労務業務のデジタル化【実践手法4選】        

株式会社オービックビジネスコンサルタント 

＜ご紹介販売代店名＞ ＜お問合せ先＞ 

〒530-0018 大阪府大阪市北区小松原町2-4 大阪富国生命ビル23F 
TEL:06-6367-1101   FAX:06-6367-1102 

「年末調整対応プログラム」の全貌と 

実務の方法をいち早く公開 

令和2年分 年末調整業務【攻略】セミナー 

専門家セッション  

イベントのご紹介動画▼ 

オープニングKEYNOTE  業務のデジタル化を実現する奉行クラウド  
11.5(木)10:05～10:55  ※11.6(金)にも同じセミナーを配信します。  

申込WEBサイトURL  

まずは 
コレ！  

参加無料 

事前申込制 

https://bugyo-f2020.jp/?agency=0262 

代表取締役社長  

和田成史 
常務取締役 兼 開発本部長 

唐鎌勝彦 

登壇者 登壇者 

おススメセッション 
経理・業務部門  

おススメセッション 
経理・業務部門  

おススメセッション 

総務人事部門  

https://bugyo-f2020.jp/?agency=0262
https://bugyo-f2020.jp/?agency=0262
https://bugyo-f2020.jp/?agency=0262
https://bugyo-f2020.jp/?agency=0262


トラックA 

12:10-12：50 
   スペシャルセッションA-1  

レガシーシステムからの脱却！
奉行V ERPによるDX実現に向
けた業務のデジタル化 
株式会社オービックビジネスコンサルタント 

14:00-14:50  
   ユーザー様向けKEYNOTE  

カスタマーサクセスから学ぶ！ 
業務のデジタル化最前線 
 

スローガン株式会社 
朝日新聞倉敷販売株式会社 
株式会社オービックビジネスコンサルタント 

13:00-13:50  
   総務人事向けKEYNOTE 

「これから」の総務人事を真剣に考
える人事労務業務のデジタル化に 
必要なこととは？ 
 

株式会社オービックビジネスコンサルタント 

15:00-15:40  
    人事労務業務セッションA-2  

「これから」の総務人事はこう変わる！
人事労務業務のデジタル化 
【実践手法５選】 
 

 

株式会社オービックビジネスコンサルタント 

15:50-16:30  
   人事労務業務セッションA-3 

他社の事例から学ぶ失敗しない 
デジタル化！成功企業から学ぶ、 
人事労務業務のデジタル化の進め方 
 

株式会社オービックビジネスコンサルタント 

16:40-17:20  
給与業務セッションA-4 

給与奉行８/10 のご担当者様必見！ 
今使っている給与奉行をクラウドにすると
何が変わる？業務とコストの削減効果を
徹底比較するセミナー 
株式会社オービックビジネスコンサルタント 

トラックB トラックC 

12:10-12:50 
    年末調整業務セッションB-1 

給与奉行ユーザー様は必ずご視聴ください！ 
「年末調整対応プログラム」の全貌と実務の方法
をいち早く公開 
令和2年分年末調整業務【攻略 】 セミナー 
株式会社オービックビジネスコンサルタント 

12:00-12：40  
   働き方スペシャルセッションC-1 

ニューノーマルを見据えた新しい働き方！ 
日本マイクロソフト株式会社 

13:00-13:40  
   PC運用管理スペシャルセッションB-2  

テレワーク導入で見えてきたPCの運用管理の
課題とは？  
～SKYSEA Client Viewで業務の 
見える化とセキュリティ対策～                                
Ｓｋｙ株式会社 

14:30-15:10  
 顔認証・RPAスペシャルセッションC-4 

NECとOBCの協業による 
ソリューション紹介(顔認証/入退/RPA) 
日本電気株式会社 

15:20-16:00  
  採用業務スペシャルセッションC-5 

スピードと効率で採用を強くする！ 
株式会社ビズリーチ 

16:20-17:00  
   補助金制度活用セッションB-6 

知っておくべき３つの補助金有効活用術 
SATO行政書士法人 

16:10-16:50  
 コミュニケーション 
          スペシャルセッションC-6 

今組織において1on1mtgが必要な理由 
1on1エバンジェリスト 
ヤフー株式会社の人事部門に所属をしながら、副業として、 
企業等に1 on 1 mtgの研修講師として活動中 

17:10-17:50  
   パワーハラスメント対策セッションB-7 

「パワハラ対策７つの取り組み」とは？ 
パワハラから、メンタル不調者を 
出さないためにメンタル不調サインに 
気づくための『意外』なポイント               」  

 合同会社労務トラスト 

17:00-17:40  
   サイバーセキュリティ 
          スペシャルセッションC-7 

with コロナ時代の 
サイバーセキュリティと事業継続 
東京海上日動リスクコンサルティング株式会社 

13:50-14:30  
   人事労務業務セッションB-３  

14:40-15:20  
   労災対策セッションB-4 

新型コロナと労災 
弁護士法人ALG&Associates 

15:30-16:10  
  同一労働同一賃金制度対策 
                      セッションB-5  

誰もここまで教えてくれなかった！ 
プロが解説！中小企業が始めるべき 
「同一労働同一賃金」真の対策セミナー 
フクシマ社会保険労務士法人 
有限会社ヒューマンリソースコンサルタント 

12:50-13:30  
    ビジネスパートナー様向け 
                   セッションC-2 

奉行クラウドAPI活用最前線！ 
先行事例からご紹介する「つながる 
ひろがる」業務提案のカタチ 
株式会社オービックビジネスコンサルタント 

社会保険労務士が徹底解説！ 
「テレ総務」の実現に向けて知っておきたい
人事労務マネジメント手法 
 

アクタス社会保険労務士法人 
アクタスHRコンサルティング株式会社 

業務のデジタル化が実現する「これから」の経理業務のカタチ 
株式会社オービックビジネスコンサルタント 

11:05-11:50 経理向けKEYNOTE 

総務担当者向け 
経営者・ 

システム管理者向け 
経理担当者向け 

ビジネス 
パートナー様向け 

10:00-10:55 オープニングKEYNOTE  

業務のデジタル化を実現する奉行クラウド 
株式会社オービックビジネスコンサルタント 

13:40-14:20  
    Coming soon・・・ 



トラックD トラックE  トラックF  

10:00-10:55  
   オープニングKEYNOTE  

業務のデジタル化を実現する 
奉行クラウド 
 

株式会社オービックビジネスコンサルタント 

10:20-11:00  
   財務業務セッションF-1 

アタックス税理士法人 

10:30-11:10  
    IPO準備セッションE-1 

5年内にIPOを目指す企業が陥りがちな
盲点、失敗談 
CNV合同会社 

11:10-11:50  
   クラウド・AIスペシャルセッションF-２ 

新しい生活様式に不可欠な 
クラウド・ＡＩとは？ 
日本アイ・ビー・エム株式会社 

12:10-12：50 
    スペシャルセッションD-1  

レガシーシステムからの脱却！ 
奉行V ERPによるDX実現に向けた
業務のデジタル化 
株式会社オービックビジネスコンサルタント 

１２:50-13:30 
  現場フロント業務 
              スペシャルセッションF-４ 

サイボウズが語る！kintoneと基幹業務 
システムで実現する業務デジタル化最前線 
サイボウズ株式会社 

14:00-14:50  
    ユーザー様向けKEYNOTE  

16:10-16:50  
    ビジネスチャット 
          スペシャルセッションF-８ 

～はじめてのビジネスチャット入門〜 
LINE WORKSで実現する 
業務デジタル化 
ワークスモバイルジャパン株式会社 

17:00-17:40  
   セキュリティスペシャルセッションF-９ 

セキュリティ強化は当たり前！ 
さらに利便性を向上して、安心なリモート
ワーク環境をお届けします 
富士通株式会社 

11:05-11:50  
   経理向けKEYNOTE 

業務のデジタル化が実現する 
「これから」の経理業務のカタチ 
株式会社オービックビジネスコンサルタント 

11:20-12:00  
   経理・会計業務セッションE-２  

会計業務のDXは従業員業務から！ 
ERPフロント「ManageAC」で実現できる従業
員業務からはじまるDX推進モデルのご紹介 
株式会社ITCS 

12:00-12:40 
    経理・販売管理業務セッションF-3 

明日からできる販売管理と営業の 
テレワーク！クラウド販売管理を活用した
デジタル業務の実践方法を大公開 
株式会社オービックビジネスコンサルタント 

12:10-12:50  
    経理・会計業務セッションE-３ 

【対談】専門家が語るデジタル経理！ 
最前線で見てきた経理業務の実態と 
デジタル化による未来予想図 
アクタス税理士法人 
株式会社アタックス・エッジ・コンサルティング 
CSアカウンティング株式会社 

13:00-13:40  
   経理・会計業務セッションE-４ 

電子帳簿保存法「電子取引」の改正により 
領収書の受領が不要に！ペーパーレスを実現す
るデジタル化への道を専門家が徹底解説！ 
アクタス税理士法人 13:40-14:20  

     請求書業務スペシャルセッションF-５ 

あらゆる請求書をオンラインで受け取る。

Bill One×勘定奉行クラウド連携で実
現する、新しい請求書業務のあり方 
Sansan株式会社 
株式会社オービックビジネスコンサルタント 

13:50-14:30  
   経費精算業務セッションE-５ 

勘定奉行ではじめるキャッシュレス！ 
中小企業がすぐに実践できる 脱"小口現金“ 
株式会社オービックビジネスコンサルタント 

14:30-15:10  
     経理・会計業務セッションF-６ 

勘定奉行8/10 ユーザー様必見！ 
今までとの違いが丸分かり！勘定奉行 
8/10vs 勘定奉行クラウド徹底比較セミナー 
株式会社オービックビジネスコンサルタント 

14:40-15:20  
     経理・会計業務セッションE-６ 

デジタル経理時代の新しいクラウド会計の
全貌を一挙公開！ 
株式会社オービックビジネスコンサルタント 

15:00-15:40  
  グローバル会計業務セッションD-2 

15:20-16:00  
   請求書業務セッション 
           F-７（新商品先行公開） 

経理・販売管理担当の方必見！はじめての
請求書デジタル化に必要な準備と発売前
「請求電子化クラウド」を特別先行公開！ 
株式会社オービックビジネスコンサルタント 

15:30-16:10  
    経理・会計業務セッションE-７ 

他社の事例から学ぶ失敗しないデジタル
化！成功企業から学ぶ、クラウド化で進む 
経理業務のデジタル化 
株式会社オービックビジネスコンサルタント 

15:50-16:30  
    連結決算業務セッションD-3 

事例から読み解くDX時代における 
連結決算業務の在り方とは 
株式会社ビジネストラスト 

16:20-17:00  
   経理業務セッションE-８ 

【特典あり】多数の企業をテレワークに導いた
プロフェッショナルが教える！テレ経理の体制構
築に向けて、本当に必要な4つのイロハ 
アクタスITソリューションズ株式会社 

16:40-17:20  
   経費精算業務セッションD-4 

事例で学ぶ！経費精算の不正防止、 
企業が取るべき対策ポイントとは 
株式会社ラクス 

17:10-17:50  
    経理業務セッションE-9 

商蔵奉行8をご利用のお客様向け特別限
定セミナー 最新の商蔵奉行クラウドと商蔵
奉行１１の 機能を徹底比較！ 
株式会社オービックビジネスコンサルタント 

人の移動を前提としない、ニューノーマル
時代の海外子会社ガバナンス改革の秘訣 
株式会社フェアコンサルティング 
株式会社オービックビジネスコンサルタント 

カスタマーサクセスから学ぶ！ 
業務のデジタル化最前線 
スローガン株式会社 
朝日新聞倉敷販売株式会社 
株式会社オービックビジネスコンサルタント 

13:00-13:50  
   総務人事向けKEYNOTE  

「これから」の総務人事を真剣に考 
える人事労務業務のデジタル化に 
必要なこととは？ 
株式会社オービックビジネスコンサルタント 

総務担当者向け 
経営者・ 

システム管理者向け 
経理担当者向け 

ビジネス 
パートナー様向け 

“税理士が教える”資金の見える化が
誰でもできる試算表活用術 



総務担当者向け 
経営者・ 

システム管理者向け 
経理担当者向け 士業さま向け 

リモートワークセッション  

テレワーク対応！ビックローブの 
クラウドが奉行シリーズ向けサーバに 
選ばれる理由 
ビッグローブ株式会社 

経理・会計業務セッション 

経理部門のための「テレ経理」の 
実現手法。“紙”と“ハンコ”をなくして
新しい働き方を実現しよう！ 
株式会社オービックビジネスコンサルタント 

勤怠管理業務セッション 

システムでテレワーク下の勤怠管理を
制す！押さえておきたい3つのポイント
とシステムの賢い使い方 
Sky株式会社 
株式会社オービックビジネスコンサルタント 

営業業務セッション 

営業と事務担当者の仕事のスピードが劇的
に上がる！“AIチャットボット”×“商蔵奉行ク
ラウド”連携 
NDIソリューションズ株式会社 
株式会社オービックビジネスコンサルタント 

受発注業務セッション 

FAX受注をついにやめた？ 
脱FAX受注に成功した企業が採用したBtoB

（企業間取引）ECとは～アラジンEC×商蔵奉
行クラウドで実現する“新しい働き方”～ 
株式会社アイル 

財務業務セッション 

事例でわかる！Withコロナ時代にお
ける新しい資産調達の選択肢「anew
クラウドファクタリング」のご紹介 
株式会社新生銀行 

事業継続BCP対策セッション 

今日から始めるBCP（事業継続計画）
とバックオフィスのクラウド化？ 
株式会社アドテクニカ 

【徹底解説！】 

DXを実現する「クラウドERP 奉行V 
ERP」ご紹介セミナー 
株式会社オービックビジネスコンサルタント 

奉行シリーズセッション 

【徹底解説！】 

グループ企業向け「奉行V ERP Group 

Management Edition 」ご紹介セミナー 
株式会社オービックビジネスコンサルタント 

奉行シリーズセッション 

奉行クラウド・edgeを徹底解説！ 
奉行シリーズセッション 

【徹底解説！】 

最新「勘定奉行クラウド[個別原価管理編]
ご紹介セミナー 

奉行クラウドが実現する 
「業務のデジタル化」 

奉行シリーズセッション 奉行シリーズセッション 

【徹底解説！】 

最新「勘定奉行クラウド」ご紹介セミナー 

奉行シリーズセッション 

【徹底解説！】 

最新「勘定奉行クラウド[建設業編]」
ご紹介セミナー 

奉行シリーズセッション 

【徹底解説！】 

最新「固定資産奉行クラウド」 
ご紹介セミナー 
 

奉行シリーズセッション 

【徹底解説！】 

最新「申告奉行クラウド」ご紹介セミナー 

奉行シリーズセッション 

【徹底解説！】 

最新「給与奉行クラウド」ご紹介セミナー 

奉行シリーズセッション 

【徹底解説！】 

最新「総務人事奉行クラウド」 
ご紹介セミナー 

奉行シリーズセッション 

【徹底解説！】 

最新「法定調書奉行クラウド」ご紹介セミナー 

奉行シリーズセッション 

【徹底解説！】 

最新「商蔵奉行クラウド」ご紹介セミナー 
 

奉行シリーズセッション 

【徹底解説！】 

最新「債権奉行クラウド」ご紹介セミナー 

奉行シリーズセッション 

【徹底解説！】 

最新「債務奉行クラウド」ご紹介セミナー 

奉行シリーズセッション 

【徹底解説！】 

最新「奉行Edge 労務管理電子化ク
ラウド」ご紹介セミナー 

奉行シリーズセッション 

【徹底解説！】 

最新「奉行Edge 勤怠管理クラウド」 
ご紹介セミナー 

奉行シリーズセッション 

【徹底解説！】 

最新「奉行Edge 年末調整申告書クラウド」 
ご紹介セミナー 

奉行シリーズセッション 

【徹底解説！】 

最新「奉行Edge キャッシュレスクラウド」
ご紹介セミナー 

奉行シリーズセッション 

【徹底解説！】 

最新「奉行Edge 請求電子化クラウド」 
ご紹介セミナー 

奉行シリーズセッション 

【徹底解説！】 

最新「奉行Edge 給与明細電子化クラウド」 
ご紹介セミナー 

奉行シリーズセッション 

【徹底解説！】 

最新「奉行Edge マイナンバークラウド」 
ご紹介セミナー 

奉行シリーズセッション 

【徹底解説！】 

最新「奉行Edge メンタルヘルスケアクラウド」 
ご紹介セミナー 

奉行シリーズセッション 

【徹底解説！】 

最新「奉行Edge 人材情報化クラウド」
「奉行Edge 目標管理クラウド」 
「奉行Edge 人事育成クラウド」 
ご紹介セミナー 

奉行シリーズセッション 

【徹底解説！】 
タイムスタンプ活用でペーパーレス化を実現

する最新「奉行Edge 証憑保管クラウド」 
ご紹介セミナー 

奉行シリーズセッション 

【徹底解説！】 

最新「奉行クラウドGlobal Edition」 
ご紹介セミナー 

士業さま向けセッション 

顧問先サービスの自動化を実現する 
これからの税理士・会計士を支える奉行
クラウドBPOパートナーシップのご紹介 
株式会社オービックビジネスコンサルタント 

士業さま向けセッション 

新時代に向かう会計事務所のための 
「会計データチェックの自動化」& 
「新たな顧客支援モデル」 
株式会社YKプランニング 
税理士法人行本事務所 

社会保険労務士さま向けセッション 

DX時代に勝ち残る！これからの社労
士事務所経営とクラウドを活用した
新たなサービス 
社会保険労務士法人サトー 

士業さまはこちらをチェック！ 


