


選定ポイントがこの1冊に！

年末調整ご担当者様必見！

今年度の年末調整までに
知っておきたい
実務手続きの変更点とは？

各日同内容3回開催（40分）

①10:30～11:10
②12:30～13:10
③14:30～15:10

●開催形式 オンライン

●参加費 無料

●開催時間

基礎控除・給与所得控除など大きな改正があった令和2年の年末調整。

今年の改正はないと思われていましたが、国税庁より

「源泉所得税の改正のあらまし」が公開され、

実務手続きが大きく変わる内容が含まれていました。

本セミナーでは令和3年の年末調整に関わる改正内容のポイントを

徹底解説し、電子化により生産性を向上させた企業の取り組み事例や

具体的手法をご紹介します。

講師
株式会社オービックビジネスコンサルタント
アライアンス推進グループ
石倉宏一

6日 （水）

21日（木）

10月

アンケート
回答特典

年末調整業務
デジタル化の特別ガイド

参加希望の日程を選択して
お申し込みください。

2021年

9月～10月連続開催！

9月
2日 （木）

6日 （月）

17日（金）

https://www.obc.co.jp/landing/nencho-point

お問い合わせ： OBCウェビナー担当グループ
＜ obc_webinar@obc.co.jp ＞

https://www.obc.co.jp/landing/nencho-point
https://www.obc.co.jp/landing/nencho-point


～年末調整のお悩みはございませんか？～

・年末調整システムの検討、何から考えればいい？

・システムに不慣れな人が多いけれど大丈夫？

・同じようなサービスが沢山。画面を見てみたいな。

全90分

【第一部】
ユーザー様はなぜ
「奉行Edge 年末調整申告書クラウド」を選択したのか？

・トップコンサルタントが語る「お客様のデジタル化の決め手」とは？
・実際にデジタル化に成功した 佐賀県佐賀市 社会福祉法人晴寿会様の生のお声を大公開

【第二部】
年末調整のデジタル化のメリットがまるわかり！
体感型デモンストレーション

・奉行Edge 年末調整申告書クラウドの全貌を具体的な画面でご紹介
・ここでしか聞けない！導入に関するご相談10選にズバリ回答

疑問に
お答え

お客様のご質問を、QAボタンから受け付けます。
※その場でお答えできない場合は、後日メールにて回答いたします。

主催：株式会社オービックビジネスコンサルタント ＜ obc_webinar@obc.co.jp ＞

開催日 ： 9月 7日（火）・１5日（水）・22日（水）
10月 14日（木）

各日 同内容3回開催 10:00～11:30／ 12:30～14:00／ 14:30～１６：００ （90分）

そんなお客様必見です！本セミナーにお任せください！

◇ お申込・詳細ページはこちら ◇

https://www.obc.co.jp/landing/nencho-2021
※こちらのページから、参加希望の日程を選択してお申し込みください。

※PC・スマートフォンからお申込みいただけます。QRコードを読み取ってください。

年調の検討はこのセミナーで完結！

サービス紹介からデモまで完全公開！
Web開催・参加無料

https://www.obc.co.jp/landing/nencho-2021


300社以上のバックオフィスのDXを支援した
社労士事務所が教えます！！

【時間】 １４：００‐１５：００

オンラインセミナー開催のご案内

コロナが終息に向かっていったとしても、経済はコロ
ナ前には戻れません。また、長引く自粛期間を経て、
労働者の意識・生活スタイルもすっかり変わっていま
す。リモートワークを実施していない・できないとい
うだけで労働者から選ばれなくなるという可能性
も・・・

本セミナーでは、DXが難しいと言われるバックオフィ
スの専門家として、自社および自社の関係先でDXを推
進・サポートしてきた経験をもとに、バックオフィス
の担当者が押さえておくべき視点・ツール選択のポイ
ントを解説します。通常のセミナーでは、成功事例の
ほうが多く語られるかと思いますが、本セミナーでは
弊社の失敗事例を隠さず公表します。

講師プロフィール

（１）なぜ今、中小企業が DX に取り組むべきか？
（２）本当の DX（デジタルシフト）とは？
（３）失敗しない DX ははじめ方が 9 割
（４）組織への浸透方法
（５）バックオフィスのDX 成功事例、失敗事例
（６）今すぐ使うべきDXツール 5選

久野 勝也 氏

社会保険労務士法人とうかい
とうかいグループ代表
社会保険労務士

１４：００~１５：００

オンライン開催

https://www2.obc.co.jp/evt/NY0358/210903

＜お問い合わせ＞ 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
名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋25F TEL: 052-589-8930（9:00～17:45土日祝日除く）

OBC Online Seminar 2021

【お申込み】▼事前申込制です。下記URLよりお申込みください。

【参加特典】
セミナーにご参加頂きました企業様には無料で現状のデジタル診断を実施させていただきます（希望企業様のみ）

経営者、労務・人事総務の責任者の方

※参加方法：Zoomを利用し、オンラインで視聴頂きます。

失敗しない！ DX（デジタルシフト） はじめの一歩

※ 両日同じ内容での配信となります。ご都合の良い日程をご選択ください。

講師

https://www2.obc.co.jp/evt/NY0358/211007■ ２０２１ １０.７ （木）

■ ２０２１ ９.３ （金）

大学卒業後、大手百貨店に入社、社長を志す。外商という富裕層向けの
営業を担当し、知り合った経営者の役に立ちたいと考え起業を決意。
2011年社会保険労務士事務所を開業。 社労士事務所のDXこだわり事
務所経営を行っている。 2020年はコロナ禍にも関わらず100社以上と
の新規契約。その半数以上オンライン対応のみで契約を締結。契約後も
原則としてフルリモートでの対応を実現。 顧客のDX化支援にも積極的
に取り組んでおり、延べ300社以上にクラウド労務管理を導入している。
「袖触れ合うも他生の縁」ブログ 毎月第1、第3金曜日更新
https://www.tokai-sr.jp/blog

受講料

無料

講師プロフィール

中村 征志 氏

社会保険労務士法人とうかい
労務支援グループ マネージャー

講師

大学卒業後ロースクールに進学し、司法試験合格を目指した暗い青春
時代を送る。夢破れて、30歳を過ぎ初めて就職したのが社労士事務所
で、以来、労務畑一筋。途中、ITベンチャーの管理部に転職し、IPO準備
等を経験。現在は、社会保険労務士法人とうかいにて労務コンサルティ
ングチームのマネージャーを務め、一部上場の大企業から中小企業まで
幅広く担当。直近では、企業のDX化支援の一環として、HRテックの導
入コンサルティングに注力している。

＜Ajenda>

＜セミナー内容>

https://www.tokai-sr.jp/blog


うちの有休管理はシステム化できない！？
思い込みを捨て、業務を変える！

有休管理事例セミナー

株式会社オービックビジネスコンサルタント
ウェビナー担当 MAIL: obc_webinar@obc.co.jp

9/10(金)・ 9/16(木)

A-1 10:30～1 1 :00

A-2 13:30～14:00

9/16

9/10

https://www2.obc.co.jp/evt/

HS0025/210910

https://www2.obc.co.jp/evt/

HS0025/210916

業務お役立ちセミナー

5月に有休管理のセミナーを開催しました。
そこで多くのお客様が有休管理に悩まれ、60％以上の会社が、Excelや
紙で有休管理をされていることが分かりました。
本当に有休管理は、Excelや紙でしか管理ができないのでしょうか？？
本セミナーでは、さまざまな有休管理の事例を取り上げ、対応方法に
ついてご紹介します。
有休管理自動化の実現へ一歩踏み出していただければと思います。

【オンライン・参加無料・事前申込制】

有
休
管
理
、
う
ち
の

会
社
も
改
善
で
き
そ
う

勤怠管理者様必見！★特典：無料診断★
貴社の有休規定が、OBCの勤怠管理クラ

ウドでシステム化
可能か診断いたします。

※勤怠管理クラウド未使用の方に限ります
※その他特典に関する詳細は、HPをご確認ください



株式会社オービックビジネスコンサルタント
ウェビナー担当 MAIL: obc_webinar@obc.co.jp

業務お役立ちセミナー

【オンライン・参加無料・事前申込制】

育児・介護休業法は、子育てや介護と仕事を両立
できる環境づくりを行い、働く人を支援するため
の法律です。
2021年6月に改正が行われ、より取得しやすくな
るよう申出期限や、分割取得などが変更されまし
た。この改正によって、企業には就業規則の改定
や申し出に対する柔軟な対応が求められます。
そこで今回は、豊富な経験をもつ社会保険労務士
が実務のご担当者様に向けて“従業員への対応に
際し注意しておきたいポイント”をご紹介します。

2021年6月改正内容を
いち早くご案内

育児・介護休業法改正！
担当者が注意すべき
改正内容の主なポイントとは

9/13(月)・ 9/21(火)

A-1 10 :30～11 :30

A-2 13:30～14:30

9/21

9/13

https://www2.obc.co.jp/evt/H

S0024/210921

社会保険労務士法人ロイヤル総合研究所
代表 社会保険労務士 森崎和敏氏

https://www2.obc.co.jp/evt/H

S0024/210913



各日 13:00～15:30

※各日程同じセミナー内容です

時間の無駄使いしていませんか？

奉行でかんたん！労務管理のデジタル化セミナー

◇ OBCの電子申請・電子申告・電子化の範囲について
株式会社オービックビジネスコンサルタント

◇ 「電子申請」最新情報
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

佐竹茉耶氏

◇ 「奉行クラウドで出来る」かんたん！電子申請実践ガイド
株式会社オービックビジネスコンサルタント

◇ 講師との座談会 ★セミナーご参加の方限定★

9/14㊋ ・28㊋

電子申請の義務化に伴って普及しはじめている電子申請。
ただ、社会保険、雇用保険の電子申請については、まだまだ
電子申請が普及していないのが実状のようです。
そこで、労務のデジタル化を実現していただく為に、
社会保険労務法人サトーで社会保険コンサルタントとして
中小企業から大手企業まで幅広く多くの企業の実務を担当されている方を

お招きして「電子申請」をテーマにお話しいただきます。

実務担当者から見た「電子申請」は本当に楽になっているのか、電子申請を始めたことによる企業側のメリッ
トなどリアルな事例を含めてご紹介いただきます。

また後半では、OBC製品で対応している電子申請の種類や電子申請を実施するにあたって
どのような準備が必要なのか、わかりやすく、簡潔にご紹介いたします。
これから電子申請を実施したい、でも、何から始めていいかわからない・・・
そのようなお客様はぜひこの機会にご視聴ください。

＜ 第1回テーマ＞

社会保険、雇用保険手続きの「電子申請のはなし」

【Web開催・参加無料・事前申込制】

ご参加いただいた方は

セミナー後の座談会にご招待！

主催 ： 株式会社オービックビジネスコンサルタント ＜ obc_webinar@obc.co.jp ＞



インボイス制度
対策セミナー

【オンライン・参加無料・事前申込制】

～2023年インボイス制度
が業務にもたらす影響とメリット～

【開催日程】 2021.9/24(金）
【 時 間 】 13:30～15:40

第1部 13:30～14:30

改正電子帳簿保存法とインボイス制度の横断的解説と変化への備え

～円滑な制度対応とデジタル化推進を同時達成するための要諦～

[講師]
株式会社アタックス・エッジ・コンサルティング

代表取締役公認会計士酒井 悟史氏

OBC経理業務のデジタル化ウェビナー

インボイス・電帳法への対応は

「奉行クラウド」がおススメ

[講師] 株式会社オービックビジネスコンサルタント

企業間取引のデジタル化実現！

中小企業共通EDI ｢EcoChange｣

[講師] 株式会社グローバルワイズ

今回注目の3大テーマ
・インボイス制度
・改定電子帳簿
・中小企業共通EDI

【お申込み】 https://www2.obc.co.jp/evt/HS0020/210924

第2部 14:40～15:40

今後の改正として、電子帳簿保存法・スキャナ保存法の緩和や、令和5年10月から
のインボイス制度の導入が予定されています。
これにより、紙保存が原則だった税務関係の帳簿書類や原本証憑のデータ保存が可
能となり、さらに電子インボイスの社会実装により、経理のペーパーレス化・
デジタル化が一層加速すると予想されています。
そこで今回は改正を好機と捉え、円滑な対応はもちろん、業務フローのデジタル化
に寄与する準備として何をどのようにすればよいか、ポイントを解説します。

主催：株式会社オービックビジネスコンサルタント ＜ obc_webinar@obc.co.jp ＞



ＯＢＣウェビナー ご視聴までの流れ

Zoomウェビナー接続テストはこちらのサイトより実施頂けます
ご視聴前にお試しください ➡ https://zoom.us/test/

事務所・ご自宅・出先でも視聴OK！
PC、Mac、iPad、iPhone、Androidデバイスからご参加できます


