
ルームＡ ルームＢ ルームＣ ルームＤ ルームＥ ルームＦ 

□      10:00～10:50 □    10:10～11:00 □    10:20～11:10 □    10:00～10:50 □    10:10～11:00 □    10:20～11:10 

□    11:20～12:10 

 
□    11:30～12:20 □    11:40～12:30 □    11:20～12:10 □    11:30～12:20 □    11:40～12:30 

□    13:10～14:00 

 
□    13:20～14:10 □    13:30～14:20 □    13:10～14:00 □    13:20～14:10 □    13:30～14:20 

□    14:30～15:20 

 
□    14:40～15:30 □    14:50～15:40 □    14:30～15:20 □    14:40～15:30 □    14:50～15:40 

□    15:50～16:40 

 
□    16:00～16:50 □    16:10～17:00 □    15:50～16:40 □    16:00～16:50 □    16:10～17:00 

「システム相談会」 お申込み    □  相談会を申し込む 

◆ 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。 

※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。 

  

【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/site/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 

〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島1丁目1-2 横浜三井ビルディング15階 

TEL: 045-227-6470 FAX: 045-227-6440 

展示会のみ参加希望 
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<パートナー様限定> 
 

お客様はここが知りたい！ 
トップコンサルタントが語る”お客様が
聞きたくなる”クラウド化提案手法と 
ノウハウ 

奉行クラウドと連携するアプリケーション
をスピーディーに開発 
「Fujitsu Cloud Service   
 RunMyProcess」 のご紹介 

オフィスの生産性向上はAIで解決! 
IBMがオススメする働き方改革を 
わかりやすくご紹介します 

ＮＥＣとＯＢＣの共創による新たな
価値創出の取り組み 
～働き方改革や勤怠管理の課題に
対する、ＮＥＣのテクノロジーを活用
した共創ソリューション～ 

奉行が動作するクラウド環境実績 
国産クラウドで3年連続No.1 
奉行シリーズのクラウド化に
BIGLOBEクラウドホスティングが 
選ばれる理由 

中途社員離職の3つの要因‶GRC“と 
離職を防ぐ有効施策をご紹介 

経費管理のやり方が変わる！ 
すべての企業で実現できる 
”かんたん”キャッシュレス化 

＜経理担当者必見＞ 
 

ペーパーレス化を簡単に実現！領収
書の電子化と経理業務の対応方法
を専門家が教えます！～2019年改
正 使いやすくなった電子帳簿保存法
～ 

「Cloud ERP（奉行V ERP）」が、
中堅・大手企業に選ばれる理由 

専門家が語る 
海外進出企業がやるべき海外現地
法人のガバナンス強化と連結決算 
早期化の現実解 

給与奉行ユーザー様必見！ 
 

給与計算こそクラウドのパワーで 
生産性向上ができる！ 
お客様事例から見えた 
給与クラウドのメリット 

すべての導入企業が８割の業務削
減に成功？！毎年1,000社が採用
する年末調整申告のクラウド化 
導入事例とデモ実演を通じて 
完全解説 

弁護士・社会保険労務士 プロが語る 
 「人手不足×働き方改革関連法」の
危機を乗り切るための労務リスク対応 

休職者が出てからでは遅い！メンタル
不調者を出さないために、中小企業
でも実現できるメンタルヘルス対策の
ポイントを専門家が徹底解説 

勤怠管理システム検討中のお客様
必見！ 
 

残業抑制・生産性向上・労基法対
策を叶える今すぐ真似したい勤怠管
理システムの賢い使い方を一挙紹介 

商奉行・蔵奉行ユーザー様必見 
 

販売管理のクラウド化でかんたんに 
実現！全従業員の働き方改革に 
役立つデジタルトランスフォーメーション
のすすめ 

経理業務の生産性を確実にあげる！  
お客様成功事例から学ぶ 
経理業務を最大40時間削減した 
“時間短縮術” 

なぜ多くの企業でクラウド会計が選ば
れているのか？経理業務の生産性向
上の秘訣はクラウドにあり！失敗しな
いクラウド会計導入のコツを専門家が
解説！ 

給与奉行ユーザー様必見！ 
 

これからの時代に向けて中小企業こ
そ実践したい「総務人事部門」生産
性向上のノウハウと新登場「総務人
事奉行クラウド」のご紹介 

勘定奉行ユーザー様必見 
 

経理部門の生産性革命！すべての
企業で実現できる、クラウドを活用し
た「経理の業務量を最大半分に減ら
す」新しい経理のカタチ 

管理しにくい 
非計画な購買を改善する 
Amazonビジネスによる 
企業購買の変革 

10年後の人事はどう変わるか 
「人事が企業の戦略パートナーになる
ための4つのポイント」 

失敗しないRPA導入 
我々が取り組んできた『RPA×奉行』
による業務プロセスの改善 

最新IT技術を用いた 
   圧倒的な経理・財務業務変革 
～成功するための「プロセス」と「ヒト」～ 

日本マイクロソフトが実践する 
働き方改革とその核となる 
Microsoft Teams 

社労士が解説！「デジタル手続法の
影響と労基法改正について」  
まもなくやってくる 
電子申請義務化対策セミナー 

人材育成と生産性向上を 
同時に実現する 
新しい人事評価の仕組みとは！？ 

同一労働同一賃⾦対策の 
                       最初の一歩 
～⾃社課題の見える化の実践～ 

早出残業にも対策が必要！ 
裁判例から見る現代型労務問題を
徹底解説 【労働時間の定義と正し
い管理方法とは】 

相手がハラスメントだと思ったら「パワハ
ラ・セクハラ」は勘違い！具体的な裁
判例から見る正しいハラスメントの理
解とその対策 

日本電気株式会社 

日本アイ・ビー・エム株式会社 

富士通株式会社 

株式会社アタックス・エッジ・ 
コンサルティング 

ビッグローブ株式会社 

OBC 

アクタス税理法人 

TOMOWEL Payment Service 
株式会社 

エン・ジャパン株式会社 

株式会社フェアコンサルティング 
OBC 

合同会社 労務トラスト 
社会保険労務士法人 

迫田・村上リーゼンバーグ 

よつば総合法律事務所 
柏ろうむサポート 

OBC 

OBC 

OBC 

OBC 

株式会社アタックス・エッジ・ 
コンサルティング 

OBC 

OBC 

OBC 

JBAプロセス・イノベーション・ 
コンサルティング株式会社 

西部ガス情報システム株式会社 

ProFuture株式会社／HR総研 

アマゾンジャパン合同会社 

日本マイクロソフト株式会社 

弁護士法人 ALG＆Associates  

アクタスマネジメントサービス株式会社 
／アクタス社会保険労務士法人 

株式会社あしたのチーム 

汐留社会保険労務士法人 

弁護士法人 ALG＆Associates  

https://www.obc.co.jp/f2019/ 
▼ 申込WEBサイト  

紹介代理店コード記入欄    

045-227-6440 FAX ※ 複数でお申込みの場合は、コピーしてお使いください。 

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。 

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（ OBC製品を利用している ） □お客様（ OBC製品を利用していない ） □販売パートナー様（ 出展パートナー様・パートナー契約検討企業様含む ） 
 

【 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 

 2019 
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 

参加費 
無料 

東京会場 

必須 

必須 

必須 

必須 

    2019 年11月25日[月] 

□郵送DM □OBCホームページ □FAXDM □新聞 □テレビCM □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 

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｡） 

お申込みは、WEB申込みも可能です。または、本FAX申込書にて受付を行っております。 

K N G W １ ７ ０ ６ 

有隣堂オフィス営業部  
〒244-8585 
横浜市戸塚区品濃町881-16 
TEL:045-825-5504  FAX:045-825-5550 
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