経 理

経営戦略としての
働き方改革
〜トップも納得し、
改革が加速する
事例 20 社〜

小室 淑恵 氏
株式会社ワーク・ライフバランス
代表取締役社長
12 月 8 日（水）
10 00 10 40

12 月 7 日（火）
10 00 10 40

電帳法改正
インボイス制度
Pickup セミナー

ナーではすべての企業がも
れなく対応を実現できるよ

税理士法人監修の
実務対策ガイドブックを

参加者全員にプレゼント!
シリ
ーズ

う に、制 度 の 概 要 か ら 実 務

ま で 徹 底 的 に 解 説 し、奉 行

実務
ガイ 対策
ドブ
ック

クラウドの新しい機能もご

2022

帳簿

保存

年1

法 改正

月施

工

対応

15:00 〜 15:40
13:00 〜 13:40

加藤 幸人 氏

坂本 敏文 氏

赤松 佳樹

14:00 〜 14:40

社会保険の電子申請義務化！

電子申請のはじめ方が１からわかる
専門家による徹底解説ワークショップ

12 月 7 日
12 月 8 日

12 月 8 日

13:00 〜 13:40
16:00 〜 16:40

【新サービス発表】企業の経理 DX を推進！

改正電帳法後のデジタル業務に完全対応する
「勘定奉行クラウド 経理 DX モデル」の全貌を初公開
17:00 〜 17:40
12:00 〜 12:40

【勘定奉行 10/11 をご利用中のお客様向け】
株式会社オービック
ビジネスコンサルタント
マーケティング部

12 月 7 日

社会保険労務士法人サトー
社労業務部 部長 社会保険コンサルタント

12 月 7 日
12 月 8 日

アクタス IT ソリューションズ
株式会社
代表取締役

おすすめセミナー

SKJ 総合税理士事務所
所長・税理士

株式会社オービックビジネスコンサルタント

紹介します。

アクタス税理士法人
代表社員 税理士

伊達 洋駆 氏
株式会社ビジネスリサーチラボ
代表取締役

コロナ禍によるテレワーク・ペーパーレス化ニーズや電帳法改正・インボイスの 2 大改正の潮流から、
経理・総務 / 人事業務のデジタルシフトはますます加速することが予想されます。
しかし、皆さんにとって、
「DX」や「業務のデジタル化」は身近なものとして認識されているでしょうか？
業務の DX は、働くみんなにとって、毎日の業務を飛躍的に良くする手段。
本イベントでは、経理・総務の DX についてみんなで学び、考え、あしたから一歩踏み出せるヒントをご提供したいと考えています。

袖山 喜久造 氏

電子

で押さえておくべきポイント

岸 博幸 氏
慶應義塾大学大学院
メディアデザイン研究科教授

国税庁 OB・税務のスペシャリストが徹底解説
2023 年に向けたインボイス制度対策セミナー

電帳法改正対応
実務対策セミナー
改正電子帳簿保存法。本セミ

アフターコロナの経済動向と
経営戦略

12 月 7 日
12 月 8 日

【直前対策】 税理士が徹底解説

いよいよあと 1 か月に迫った

今さら聞けない
人事特有の用語を
わかりやすく解説
図解で理解する
人材マネジメント用語

おすすめセミナー

12/7
（火） 11:00 〜 12:30
12/8（水） 10:00 〜 11:30

総務

12 月 7 日（火）
13 00 13 40

必見！勘定奉行 10/11 の
改正電帳法対応ポイント解説セミナー
株式会社オービックビジネスコンサルタント

佐竹 茉耶 氏

12:00 〜 12:40

勤怠管理はシステムの使い方で変わる！

勤怠管理の「6 大隠れリスク」
改善手法
株式会社オービックビジネスコンサルタント

12 月 7 日
12 月 8 日

11:00 〜 11:40
15:00 〜 15:40

【新サービス発表】いよいよ登場！

人事労務業務のペーパーレス化を実現する
「奉行クラウド HR Suite」
株式会社オービックビジネスコンサルタント

人事労務の
ペーパーレス化
電子申請
Pickup セミナー
12/7（火） 10:00 〜 10:40
12/8（水） 14:00 〜 14:40
お客様の声からわかった
人事労務業務ペーパーレス化の
実態と課題

ペーパーレス化で
失敗しないための
ポイント
務の
人事労 ス化
ーレ
ペーパ

シリーズ

＆実現
ポート
実態レ
ブック
ガイド

人事労務のペーパーレス化
実態レポート＆
実現ガイドブックを

参加者全員にプレゼント!

実態調査アンケートから、企
業における人事労務業務の

ペーパーレス化の実態と課題
に迫ります。お客様の本音か
ら、人事労務のペーパーレス

化を成功に導くための現実的

な解決策について、体制面や
I T 面など多角的な目線で考え
ていきます。

株式会社オービックビジネスコンサルタント
マーケティング部

津吉 沙織里

セミナータイムテーブル

※セミナーによって講演時間が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

12/ 7
経理

総務・人事

TRACK

特別講演

10 00 ー

アフターコロナの経済動向と経営戦略

（40 分）

慶應義塾大学大学院
メディアデザイン研究科教授

岸 博幸 氏

11: 00 〜12:30（90 分）

11 00 ー
（40 分）

1 2 /8

TUE

DX・Sol

TRACK

電帳法改正対応 実務対策セミナー
アクタス税理士法人 代表社員 税理士

加藤 幸人 氏

株式会社オービックビジネスコンサルタント

12 00 ー

株式会社オービックビジネスコンサルタント

（40 分）

（40 分）

スピードと効率で採用を強くする
採用管理手法とは
株式会社ビズリーチ
HRMOS 事業部インサイドセールス部 部長

IT を使って賢く実践できる
“健康経営 ×IT 活用術 ” セミナー

洪 陽杓 氏
朝比奈 洋介 氏

株式会社オービックビジネスコンサルタント

13 00 ー
（40 分）

14 00 ー
（40 分）

15 00 ー

国税庁 OB・税務のスペシャリストが
徹底解説 2023 年に向けた
インボイス制度対策セミナー

（40 分）

SKJ 総合税理士事務所
所長・税理士

袖山 喜久造 氏

販売管理はクラウドの方が実は安い！？

16 00 ー
（40 分）

4 つの脱でコスト削減を実現する
商蔵奉行クラウド 徹底解説

株式会社オービックビジネスコンサルタント

（40 分）

佐竹 茉耶 氏

企業が押さえるべき
労働時間管理とリスク
弁護士法人 ALG&Associates
執行役員 弁護士

家永 勲 氏

次世代人材が選抜される組織へ！！
「定着・育成・評価」3 領域改革のススメ

株式会社オービックビジネスコンサルタント

ワークスモバイルジャパン株式会社
事業開発本部
シニアソリューションスペシャリスト

【勘定奉行 10/11 をご利用中のお客様向け】

（40 分）

必見！勘定奉行 10/11 の改正電帳法対応
ポイント解説セミナー

株式会社オービックビジネスコンサルタント

国税庁 OB・税務のスペシャリストが
徹底解説 2023 年に向けた
インボイス制度対策セミナー
SKJ 総合税理士事務所
所長・税理士

中村 英泰 氏

トーテックアメニティ株式会社
コンピューターマネージメント株式会社
株式会社オービックビジネスコンサルタント

ファーストアカウンティング株式会社
代表取締役社長

ニューノーマル時代の働き方と
PCセキュリティ
Sky 株式会社
ICTソリューション事業部
システムサポート部

ユーザックシステム株式会社

（40 分）

請求書のペーパーレス化で変わる
これからの請求業務

株式会社オービックビジネスコンサルタント

見落とし厳禁！電帳法で立替精算の領収書は

15 00 ー
（40 分）

株式会社オービックビジネスコンサルタント

【新サービス発表】企業の経理 DX を推進！

16 00 ー
（40 分）

17 00 ー
（40 分）

日本マイクロソフト株式会社
ビジネスアプリケーション事業本部
プロダクトマーケティングマネージャー

平井 亜咲美 氏

株式会社オービックビジネスコンサルタント

法定調書の電子申告義務化！

電子申告のはじめ方が１からわかる
専門家による徹底解説ワークショップ

株式会社柴田ビジネス・コンサルティング
税理士法人ＳＢＣパートナーズ
執行役員 ＣＳＯ 経営コンサルティング統括

高瀬 大祐 氏

With コロナに向けて
受注業務から始める業務のデジタル化
How to セミナー

GMOメイクショップ株式会社

クラウドEC事業部 eコマースソリューショングループ
ソリューション営業チーム サブリーダー

進藤 幸平 氏

株式会社オービックビジネスコンサルタント

お客様の声からわかった
IBMの取り組みご紹介と、
人事労務業務ペーパーレス化の実態と課題 パートナーとのビジネス拡大に向けて
ペーパーレス化で失敗しないためのポイント

株式会社オービックビジネスコンサルタント

【新サービス発表】いよいよ登場！

株式会社オービックビジネスコンサルタント

中小企業の「パワハラ防止法」義務化直前！

改正電帳法後のデジタル業務に完全対応 専門家が事例を交えて解説する
する「勘定奉行クラウド 経理 DX モデル」 ハラスメント対策 7 つの取り組み
合同会社 労務トラスト
の全貌を初公開
株式会社オービックビジネスコンサルタント

DX成功のカギ！
今話題のローコード開発で実現する
身近な業務のデジタルシフト

勤怠管理はシステムの使い方で変わる！
勤怠管理の「6 大隠れリスク」改善手法

人事労務業務のペーパーレス化を実現する
ペーパーレス化を実現する勘定奉行クラウド 「奉行クラウド HR Suite」
のキャッシュレス活用術
どうする？

社会保険労務士法人 迫田・村上リーゼンバーグ
EAP コンサルティング部 部長 臨床心理士

近藤 雅子 氏

日本アイ・ビー・エム株式会社
パートナー・アライアンス事業本部
広域パートナー営業部

山田 章一 氏

気づかないうちに加害者に？
今すぐ始めるサイバーリスク総点検
東京海上日動火災保険株式会社
海上商事株式会社 営業部 課長

竹田 功明 氏

奉行シリーズのデータで会社の
未来が分かる！
中小企業が売上を上げるための
DX投資術

株式会社セールスフォース・ドットコム
中小・中堅市場推進部 部長

髙田 大資 氏

奉行はここが違う！
未来経理サミット
勤怠管理の不満・悩みをすべて解決できる
クライアントだけに伝える実態と本音
専門家が語る「これからの経理業務の姿」 新しい「奉行 Edge 勤怠管理クラウド」

幸地 あゆみ 氏

倉田 諒 氏

RPA を活用した電子取引データ、
電帳法対応自動化手法を教えます！

14 00 ー

森 啓太郎 氏

社会保険労務士法人 労務ニュース
申請管理部 部長

EDI・EC、メールでの受注も対象です！

電子帳簿保存法も安心！

荒井 琢 氏

経理 DX の最前線
AI-OCR で経理の実務は こう変わる！

株式会社中部キャリアコンサルティング普及協会
代表取締役

[ 期間中、いつでも視聴できる！オンデマンドセミナー ]
kintone× 商蔵奉行クラウドで
現場とつながる！
販売管理のデジタル化をはじめませんか

社会保険労務士法人サトー
営業 IT チーム リーダー

袖山 喜久造 氏

奉行 V ERP ユーザーが実体験を語る！
会計業務の DX の進め方

活用しないと損！
必見！勘定奉行 10/11 の改正電帳法対応 「使える」補助金・助成金
ポイント解説セミナー
株式会社オービックビジネスコンサルタント

株式会社オービックビジネスコンサルタント

DX を阻む原因「X」を探せ！
中小企業の人事・労務 DX のはじめ方

金田 洸希 氏

（40 分）

LINE WORKS と奉行クラウドを繋げよう！
チャットから始めるバックオフィス DX

【勘定奉行 10/11 をご利用中のお客様向け】

17 00 ー

坂本 敏文 氏

小室 淑恵 氏

社会保険労務士法人サトー
社労業務部 部長 社会保険コンサルタント

伊達 洋駆 氏

（40 分）

13 00 ー

株式会社ワーク・ライフバランス
代表取締役社長

社会保険の電子申請義務化！
未来経理サミット
電子申請のはじめ方が１からわかる
クライアントだけに伝える実態と本音
専門家が語る「これからの経理業務の姿」 専門家による徹底解説ワークショップ
CS アカウンティング株式会社
アクタス IT ソリューションズ株式会社
辻・本郷税理士法人
株式会社オービックビジネスコンサルタント

アクタス IT ソリューションズ株式会社 代表取締役

特別講演

改正電帳法後のデジタル業務に完全対応 経営戦略としての働き方改革
する「勘定奉行クラウド 経理 DX モデル」 〜トップも納得し、改革が加速する事例 20 社〜
の全貌を初公開
株式会社オービックビジネスコンサルタント

加藤 幸人 氏

12 00 ー

TRACK

株式会社ビジネスリサーチラボ
代表取締役

茂野 明彦 氏

京セラコミュニケーションシステム株式会社

【新サービス発表】企業の経理 DX を推進！

電帳法改正対応 実務対策セミナー

11 00 ー

DX・Sol

今さら聞けない人事特有の用語をわかりやすく
解説 図解で理解する人材マネジメント用語

アクタス税理士法人 代表社員 税理士

『奉行クラウド』との連携で
アメーバ経営を推進！
ー会計業務の DX 化で迅速な経営判断と
現場の意思決定をサポートー

アクタス IT ソリューションズ株式会社 代表取締役 「健康経営優良法人」を目指す企業必見！

坂本 敏文 氏

10 00 ー

TRACK

特別講演

【直前対策】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

人事労務業務のペーパーレス化を実現する
「奉行クラウド HR Suite」

総務・人事

TRACK

10: 00 〜 11:30（90 分）

お客様の声からわかった
人事労務業務ペーパーレス化の実態と課題
ペーパーレス化で失敗しないためのポイント

【新サービス発表】いよいよ登場！

【直前対策】税理士が徹底解説

経理

TRACK

WED

CS アカウンティング株式会社
アクタス IT ソリューションズ株式会社
辻・本郷税理士法人
株式会社オービックビジネスコンサルタント

株式会社オービックビジネスコンサルタント

下記のセミナーは、12 月 7 日 9:30 〜 12 月 8 日 18:00 まで、いつでも自由にご視聴いただけます。

建設業の経理担当必見！

業務改善から電子化まで一挙公開
〜バックオフィス業務の効率化〜
株式会社建設ドットウェブ

経費精算システムによる電子帳簿保存法の
対応ポイントとは〜 JIIMA 認証取得、国内シェ

ア No.1「楽楽精算」での運用例〜

株式会社ラクス

見積業務に関わる様々な問題を一挙に解決

商奉行クラウドとの連携で業務効率アップ
電子帳簿保存法にも対応！
株式会社ＮＩコンサルティング

かんたんにできる！
スマレジ × 商奉行クラウドを使った
店舗 DX
株式会社スマレジ
他にも多数のセミナーをご用意しています！

