
 

● 従業員の交通費や交際費に関わる業務から 
  経理の支払いまでの業務時間を大幅に削減する 
    新登場のクラウドサービスのご紹介（仮） 
 

 [講師] 株式会社オービックビジネスコンサルタント 
 

    [D-5] 16:40～17:40 
 

● 労務手続きの不安と紙の手作業を徹底的になくす 
  新登場「労務管理サービス」の全貌を初公開 
 

 [講師] 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 
 

● 社内に残る紙やExcelの業務・申請を 
 誰でも簡単に仕組み化できるITツールを本邦初公開 
 

 [講師] 株式会社オービックビジネスコンサルタント 
 

   [D-3] 13:40～14:40 

in  名古屋   

 
 

 
  

おすすめ

セミナー 

 

     働き方改革の決定版 
    企業事例から陥りやすい落とし穴と本質を見抜く 
 

 [講師] 社会保険労務士法人名南経営 
     株式会社オービックビジネスコンサルタント 
 

     [A-1]  9:50～10:50／ [A-3] 13:20～14:20 
     [A-5]  16:20～17:20 
 

● 50%以上の業務工数削減可能！？ 
  ～最新IT活用で変わる経理部門の働き方改革～ 
 

 [講師] JBAプロセス・イノベーション・コンサルティング株式会社 
 

          [C-1] 9:50～10:50 
 

● 人材不足時代に求められる多様な働き方（仮） 
 

 [講師] 株式会社フェアリーランド [C-2] 11:20～12:20 
 

● 人工知能時代の働き方と人材育成 
  リバネスが提案する「人は管理しない」（仮） 
 

 [講師] 株式会社リバネス [C-4] 14:50～15:50 
 

● 知って得する 
 「働き方改革」に使える助成金セミナー 
 

 [講師] くらし・節税相談センター       [B-5] 15:10～16:10 
 

※ 人気のあるセミナーは満席になる場合がございますので、お早めにお申込みください。 

参加無料・事前予約制 

基調
講演 

 WEB申込   https://www.obc.co.jp/f2017/nagoya 

  10/9（月） 

 

● 経理の働き方改革すべての企業に効率化のチャンス 
  電子帳簿保存法（スキャナ保存制度）の活用で実現  
    する経理の業務改善 
 

 [講師] アクタス税理士法人 [B-1]   10:10～11:10 
 
 

● あなたの会社は大丈夫！？ 
  税務調査はここを見ている（仮） 
 

 [講師] あいわ税理士法人 [C-3]   13:20～14:20 
 
 

● 早めの対応が効果的！ 
    消費税10％増税・軽減税率制度の正しい理解と 
    企業実務への影響 
 
 

 [講師] アクタス税理士法人 [B-1]   10:10～11:10 
 
 

 
 
 

見て、触って、聞いて働き方改革を体感するイベント 

奉行フォーラム2017開催のお知らせ 

奉行流働き方改革を体感 

発売前新サービスを体感 

必聴！お役立ちセミナー 

 

     平成30年「配偶者控除」の改正内容から 
    実務テクニックまですべて丸ごとご紹介 
 

 [講師] 株式会社オービックビジネスコンサルタント 
 

     [B-3] 13:40～14:40 
 

基調
講演 

 

● 労働基準監督官が行う「臨検監督」の概要と対策 
  ポイント 
 

 [講師] 社会保険労務士事務所しのはら労働コンサルタント 
 

         [A-2] 11:20～12:20 
 

● 過重労働による労災認定がもたらす企業リスクと 
  防止に向けた具体的対策 
 

 [講師] 社会保険労務士事務所しのはら労働コンサルタント 
 

         [A-4] 14:50～15:50 
 
 

      



奉行フォーラム2017は入場登録時の混
雑緩和の一助として事前登録制を行っ
ています。ＷｅｂまたはＦＡＸにてお
申し込みください。お申し込み後、
「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。 

貴社名 

フリガナ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

該当する業種に 
チェック☑をしてください 

□小売業  □サービス業  □卸売業  □製造業  □ＩＴ・情報通信業  □建設業  □飲食業   □運送業 
□不動産業 □金融・保険業   □アパレル業    □出版・広告   □医療・介護  □その他（       ） 

ご住所 
〒     － 
  
          

E-mail 
[必須] 

 T E L  F A X 

ご芳名 

フリガナ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

所属部署 
 
 

役職 
 
 

該当するご担当業務にチェック☑をしてください。 □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 

 本フォーラムを何でお知りになりましたか？該当するものにチェック☑をしてください。 
 □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（                  ） 

  主催・お問合せ先： 株式会社オービックビジネスコンサルタント名古屋支店 TEL：052-204-3350                
  

【個人情報の取り扱いについて】本セミナー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、個人情報は、弊社と共催企業で管理されます。弊社、及び共催企業
は、ご記入いただいたお客様の個人情報を以下の目的のみ使用いたします。1．本セミナー及び今後のセミナー開催に関するご連絡・ご案内にのみ利用いたします。2．個人情報を特定できない形
式の統計資料として利用いたします。弊社、「個人情報保護方針」に関しましては、弊社ホームページをご覧下さい。http://www.obc.co.jp  

ご紹介代理店：トーテックアメニティ株式会社 
紹介代理店 
コード記入欄    A I C H 1 7 0 8 

in NAGOYA                                  ■専用お申込書 

FAX:052-204-3354 

当フォーラムは事前登録制です。希望されているプログラムにチェック☑をしてください。        

「個別相談コーナー」希望時間帯  □午前 (9:30~12:00) □午後 (13:00～17:00)※詳細は、後日弊社よりご連絡致します。 
※セミナータイトルスケジュールは変更となる可能性が御座います。予めご了承ください。 

※人気セミナーは直ぐに満席となる可能性がありますのでお早目のお申込をお勧めします 
□ 展示会のみ参加希望 

ルームＡ(定員180名) ル－ムＢ(定員175名) ルームＣ（定員72名） ルームＤ（定員50名）

□ 【A-１】9:50～10:50
働き方改革の決定版
企業事例から陥りやすい落とし穴と本質
を見抜く！

社会保険労務士法人名南経営×OBC

□ 【B-1】10:10～11:10
「電子帳簿保存法（スキャナ保存制度）
の活用で実現する経理の業務改善」

アクタス税理士法人

□ 【C-１】9:50～10:50
～最新IT活用で変わる経理部門の働き
方改革～（仮）

JBAプロセス・イノベーション・コンサル
ティング株式会社

□ 【D-1】10:10～11:10
課題解決型営業を強化する方法

株式会社セントリーディング

□ 【A-2】11:20～12:20
労働基準監督官が行う「臨検監督」の
概要と対策のポイント

社会保険労務士事務所しのはら労働コ
ンサルタント

□ 【B-2】11:40～12:40
消費税10％増税・軽減税率制度の正し
い理解と企業実務への影響

アクタス税理士法人

□ 【C-2】11:20～12:20
人材不足時代に求められる多様な働き
方（仮）

株式会社フェアリーランド

□ 【D-2】11:40～12:40
労務手続きの不安と紙の手作業を徹底
的になくす　新登場「労務管理サービス」
の全貌を初公開！

OBC

□ 【A-3】13:20～14:20
働き方改革の決定版
企業事例から陥りやすい落とし穴と本質
を見抜く！

社会保険労務士法人名南経営×OBC

□ 【B-3】13:40～14:40
平成30年「配偶者控除」の改正内容か
ら実務テクニックまですべてを丸ごとご
紹介！

OBC

□ 【C-3】13:20～14:20
あなたの会社は大丈夫！？
税務調査はここを見ている（仮）

あいわ税理士法人

□ 【D-3】13:40～14:40
社内に残る紙やExcelの業務や申請を、
誰でも簡単に仕組み化できるITツールを
本邦初公開！

OBC

□ 【A-4】14:50～15:50
過重労働による労災認定がもたらす企
業リスクと防止に向けた具体的対策

社会保険労務士事務所しのはら労働コ
ンサルタント

□ 【B-4】15:10～16:10
経営の基軸を考える「経営理念と財務
力」
アタックスグループ　パートナー
株式会社アタックス・ビジネス・コンサル
ティング

□ 【C-4】14:50～15:50
”人工知能時代の働き方と人材育成”
リバネスが提案する「人は管理しない」
(仮）

株式会社リバネス

□ 【D-4】15:10～16:10
"なぜ社員は辞めていくのか？"離職を
防ぐ、社内施策の設計と運用方法！
（仮）

株式会社スタメン

□ 【A-5】16:20～17:20
働き方改革の決定版
企業事例から陥りやすい落とし穴と本質
を見抜く！

社会保険労務士法人名南経営×OBC

□ 【B-5】16:40～17:40
知って得する「働き方改革」に使える助
成金 セミナー（仮）

くらし・節税相談センター

□ 【C-5】16:20～17:20
決算書はこう見られる！
融資の際の銀行目線とは

あいわ税理士法人

□ 【D-5】16:40～17:40
従業員の交通費から交際費に関わる業
務から、経理部門の支払までの業務時
間を頬幅に削減する新登場のクラウド
サービスのご紹介（仮）
OBC
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