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DAY1 11月5日（木）
トラックＢ

トラックA
１０：００
～
１０：５５
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すべて15日まで
オンデマンドで
ご視聴いただけます。
トラックC

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
【内容】
新型コロナウィルスによる影響で劇的な環境変化への適応が求められる企業業務。
業務デジタル化（DX）はどのように進めるべきなのか？
奉行クラウドで実現するデジタルな業務環境の実現方法をお伝えします。

株式会社オービックビジネスコンサルタント
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

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
経理プロダクト開発リーダー 荒屋敷 健史
経理プロダクト開発リーダー 笠原 淳
経理カスタマーサクセス担当 赤松 佳樹
経理カスタマーサクセス担当 中川 昌和

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

【内容】
経理部門で考えるべき業務のデジタル化とその実現方法は？
経理部門の業務にフォーカスしたデジタル化の実現方法とその視点を
プロダクト開発リーダーとカスタマーサクセス担当が直接皆さまにお話しします。

１2：00
～
１２：40
１2：10
～
１２：50

株式会社オービックビジネスコンサルタント
DX推進プロジェクトリーダー 伴 智宏

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 ※タイトルが変更いたしました

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？

１3：00
～
１3：40

ユーザー様向けKEYNOTE

１3：50
～
１４：３０

カスタマーサクセスから学ぶ！業務
のデジタル化最前線

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～

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

１４：４0
～
１５：２０

新型コロナと労災

人事労務業務セッションA-2

日本電気株式会社
プラットフォームソリューション事業部 主任
杉浦 正紀 氏

弁護士法人ALG&Associates
パートナー / 弁護士 今西 眞 氏

１５：２0
～
１６：０0

１5：30
～
１６：１0

人事労務業務セッションA-3

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！

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

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 茂野 明彦 氏

フクシマ社会保険労務士法人
代表社員 福島 省三 氏

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

有限会社ヒューマンリソースコンサルタント
一般社団法人社会人養成塾 中小企業診断士 猪 基史 氏
１6：10
～
１６：５０

株式会社オービックビジネスコンサルタント
総務人事カスタマーサクセス担当 津吉 沙織里
１6：20
～
１７：００

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

補助金制度活用セッションB-6
1on1エバンジェリスト
堀井 耕策 氏

知っておくべき３つの補助金有効活用術

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

給与業務セッションA-4
SATO行政書士法人
東京オフィス
副所長 今城 貴愉 氏

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 ※タイトルが変更いたしました

１7：00
～
１７：４０

株式会社オービックビジネスコンサルタント
アライアンス推進担当 安達 毅

※給与奉行8/10のご担当者様必見！給与奉行クラウドではじめる「デジタル業務スタイル」のセ
ミナーを参加希望の方は、こちらのセミナーにご参加ください。

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)

労災対策セッションB-4

株式会社オービックビジネスコンサルタント
総務人事プロダクト開発リーダー 宮下 英明
総務人事カスタマーサクセス担当 津吉 沙織里

１6：40
～
１７：２０

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
奉行クラウドAPI推進担当 坪内 雄司

１4：30
～
１５：１０

「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】

１5：50
～
１６：３０

ビジネスパートナーさま向けセッションC-2

人事労務業務セッションB-３

朝日新聞倉敷販売株式会社
取締役兼経理課長 濱田 尚 氏

１5：00
～
１５：４０

１2：50
～
１３：３０

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
特定社会保険労務士 松澤 隆志 氏

スローガン株式会社
取締役 執行役員CFO・公認会計士 北川 裕憲 氏

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 部長 西 英伸

日本マイクロソフト株式会社
エグゼクティブアドバイザー 小柳津 篤 氏

Ｓｋｙ株式会社
ICTソリューション事業部
幸地 あゆみ 氏

株式会社オービックビジネスコンサルタント
総務人事プロダクト開発リーダー 宮下 英明
総務人事カスタマーサクセス担当 津吉 沙織里

１4：00
～
１４：５０

ニューノーマルを見据えた新しい働き方！

株式会社オービックビジネスコンサルタント
インストラクターリーダー 河野 伊純
※現役インストラクターがどこよりもわかりやすく解説！令和2年分年末調整対策【総仕上げ】セ
ミナーにご参加を希望の方は、こちらにご参加ください。

１3：00
～
１３：50

働き方スペシャルセッションC-1

１7：10
～
１７：５０

業務セッションB-7
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
EAPコンサルティング部
部長、臨床心理士 近藤 雅子 氏

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
プリンシパルリサーチャ
川口 貴久 氏

株式会社オービックビジネスコンサルタント

DAY２ 11月６日（金）
トラックE

トラックD
１０：００
～
１０：５５
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すべて15日まで
オンデマンドで
ご視聴いただけます。
トラックF

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
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

１0：30
～
１１：１０

１0：２0
～
１１：００

IPO準備セッションE-1

“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

5年内にIPOを目指す企業が陥りがちな盲点、
失敗談

アタックス税理士法人
社員税理士
海野 大 氏

CNV合同会社
代表社員 庭野 大輔 氏

１1：０5
～
１1：50

財務業務セッションF-1

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

１1：20
～
１２：００

株式会社オービックビジネスコンサルタント
経理プロダクト開発リーダー 荒屋敷 健史
経理プロダクト開発リーダー 笠原 淳
経理カスタマーサクセス担当 赤松 佳樹
経理カスタマーサクセス担当 中川 昌和

１1：１0
～
１１：５０

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

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
パートナー・アライアンス&デジタルセールス事業本部
事業戦略 事業部長
猿渡 光司 氏

株式会社ITCS
営業部 部長
松本 司 氏

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

１2：00
～
１２：40
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
代表社員 加藤 幸人 氏

明日からできる販売管理業務のデジタル化！
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
※タイトルが変更いたしました
株式会社オービックビジネスコンサルタント
経理カスタマーサクセス担当 中川 昌和

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 酒井 悟史 氏

株式会社オービックビジネスコンサルタント
DX推進プロジェクトリーダー 伴 智宏

経理・販売管理業務セッションF-3

CSアカウンティング株式会社
代表取締役 中尾 篤史 氏

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？

１3：00
～
１3：40

ユーザー様向けKEYNOTE

１3：50
～
１４：３０

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！

カスタマーサクセスから学ぶ！業務
のデジタル化最前線

経費精算業務セッションE-５

１5：00
～
１５：４０

１４：４0
～
１５：２０

経理・会計業務セッションE-６

株式会社オービックビジネスコンサルタント
経理プロダクト開発リーダー 荒屋敷 健史
経理カスタマーサクセス担当 赤松 佳樹

株式会社フェアコンサルティング
システムソリューション事業部 事業部長 玉村 健 氏

１5：30
～
１６：１0

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

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11vs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
経理カスタマーサクセス担当 荻野 真紀

※勘定奉行8/10ユーザー様必見！奉行クラウドだから実現できる生産性が飛躍的に上がる「デ
ジタル業務スタイル」のセミナーを参加希望の方は、こちらのセミナーにご参加ください。

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

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
経理カスタマーサクセス担当 中川 昌和

株式会社オービックビジネスコンサルタント
経理カスタマーサクセス担当 赤松 佳樹

１6：10
～
１６：５０

株式会社ビジネストラスト
会計コンサルティング本部 業務推進部 主任
公認会計士 渋谷 雄人 氏
１6：20
～
１７：００

１6：40
～
１７：２０

経理・会計業務セッションF-６

※タイトルが変更いたしました

１５：２0
～
１5：40

株式会社オービックビジネスコンサルタント
営業本部 SI・コンサルティングパートナー推進室 室長 森 猛

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

株式会社オービックビジネスコンサルタント
営業本部 SI・コンサルティングパートナー推進室 室長 森 猛

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！

グローバル会計業務セッションD-2

請求書業務スペシャルセッションF-５

Sansan株式会社
新規事業開発室 Bill Oneプロダクトマネジャー 柴野 亮 氏

１4：30
～
１５：１０

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

１5：50
～
１６：３０

１3：40
～
１４：２０

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“

朝日新聞倉敷販売株式会社
取締役兼経理課長 濱田 尚 氏
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 部長 西 英伸

サイボウズ株式会社
営業本部 営業戦略部 アライアンス統括マネージャー
筆前 直輝 氏

株式会社オービックビジネスコンサルタント
キャッシュレス推進担当 田畑 勉

スローガン株式会社
取締役 執行役員CFO・公認会計士 北川 裕憲 氏

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

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
総務人事プロダクト開発リーダー 宮下 英明
総務人事カスタマーサクセス担当 津吉 沙織里

１4：00
～
１４：５０

経理・会計業務セッションE-４

１2：50
～
１３：３０

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

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

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
法人ビジネス事業部 シニアソリューション スペシャリスト
荒井 琢 氏

アクタスITソリューションズ株式会社
代表取締役 坂本 敏文 氏

１7：00
～
１７：４０

株式会社ラクス
BOクラウド事業本部 楽楽精算 事業統括部
営業統括部 営業推進課
中森 光 氏
１7：10
～
１７：５０

業務セッションB-7
経理・販売管理業務セッションE-９

商蔵奉行８/10のご担当者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！
※タイトルが変更いたしました

株式会社オービックビジネスコンサルタント
経理カスタマーサクセス担当 荻野 真紀
※商蔵奉行8/10ユーザー様必見！商蔵奉行はここまで進化した！「デジタル業務スタイル」で
実現するこれからの業務のカタチのセミナーを参加希望の方は、こちらのセミナーにご参加ください。

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
ソフトウェアプロダクト事業本部
パートナーソフトウェア統括部 ISVビジネス部
内海 勇 氏

株式会社オービックビジネスコンサルタント

オンデマンド 11月5日（木）～11月15日（日）

クラウド・テレワークセッション

経理・会計業務セッション

テレワーク対応！ビッグ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

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！

ビッグローブ株式会社
営業2部 兼 サービスデザイン3部 主任
内田 稔章 氏

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
アライアンス推進担当 野村 静洋

株式会社オービックビジネスコンサルタント
奉行クラウドAPI推進担当 坪内 雄司
受発注業務セッション

営業業務セッション

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

営業と事務担当者の仕事のスピードが劇的にあ
がる！“AIチャットボット”×“商蔵奉行クラウド”
連携

Ｓｋｙ株式会社
奥長 咲帆 氏

ＮＤＩソリューションズ株式会社
営業本部 ソリューション営業部
ソリューション営業課 黒尾 尚暉 氏

株式会社オービックビジネスコンサルタント
総務人事カスタマーサクセス担当 小串 哲也

株式会社オービックビジネスコンサルタント
経理カスタマーサクセス担当 中川 昌和

財務業務セッション

士業さま向け業務セッション

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
専務取締役CTO 稲嶺 旭 氏
営業本部 本部長 宗近 隆史 氏

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
BtoB EC推進統括本部
江原 智規 氏

事業継続BCP対策セッション

事例でわかる！Withコロナ時代における新し
い資金調達の選択肢「anewクラウドファクタリ
ング」のご紹介

ニューノーマル時代のBCP対策ポイント
※タイトルが変更いたしました

株式会社アドテクニカ
執行役員
細見 高広 氏

株式会社新生銀行
グループ事業戦略部 シニアマネージャー
坂田 拓範 氏

税理士法人行本事務所
代表税理士 藤井 悟 氏

経理・会計業務・電子契約セッション

士業さま向け業務セッション

【社会保険労務士向け】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／株式会社全国労務診断協会
経営責任者/代表取締役
今田 真吾 氏

中堅・中小企業必見！withコロナ時代に必要な
電子契約の虎の巻

今話題の『5G accounting』とは？！クラウ
ド空間で経営者と経営幹部が回す高速PDCA
サイクルの実現方法
株式会社YKプランニング
代表取締役社長 岡本 辰徳 氏
ＵＸ本部 本部長 渡辺 雅敏 氏

ニューノーマル時代の人材育成と組織内学習

株式会社ビジネスコンサルタント
イノベーション・プロデューサー・コンサルタント本部
梅木 優作 氏

NECにて情報セキュリティ等の研究に従事した後に弁護士になり，電子契約を始
めとするＩＴ関連分野で活動中。株式会社TREASURY顧問弁護士

ビジネスパートナーさま向けセッション

経営者向けセッション

人材育成・タレントマネジメントセッション

宮内・水町IT法律事務所
弁護士 宮内 宏 氏

パートナー様必見！業務のデジタル化提案を加
速させる！kintone×奉行クラウド提案がす
ぐに開始できる開発ツール「kintoneコネク
タ」初公開！

士業さま向け業務セッション

【社会保険労務士向け】
同一労働同一賃金を機に提案する！
顧問先の人事評価・賃金制度の作り方
フクシマ社会保険労務士法人
代表社員 福島 省三 氏

株式会社オービックビジネスコンサルタント
奉行クラウドAPI推進担当 坪内 雄司

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

奉行クラウドが実現する「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
アライアンス推進担当 石倉 宏一

有限会社ヒューマンリソースコンサルタント
一般社団法人社会人養成塾 中小企業診断士 猪 基史 氏
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

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

【徹底解説！】
最新「固定資産奉行クラウド」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！】
最新「申告奉行クラウド」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

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
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「総務人事奉行クラウド」ご紹介セミナー

【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「法定調書奉行クラウド」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

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

【徹底解説！】
最新「商蔵奉行クラウド」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

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！】
最新「債務奉行クラウド」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

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
株式会社オービックビジネスコンサルタント

【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
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
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「奉行Edge 給与明細電子化クラウド」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

【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

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

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「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 人材育成クラウド」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

【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！】
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

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GlobalEdition」ご紹
介セミナー

【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

※本セミナーは9日からオンデマンド配信となります。

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

※奉行シリーズセッションは予告なく変更することがあります。ご了承ください。
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すべて15日まで
オンデマンドで
ご視聴いただけます。

株式会社オービックビジネスコンサルタント

