参加お申込み方法

参加費無料

※お申込み方法は WEB のみとなります。

オンライン開催
スマホの方は
QRから!

奉行フォーラム

検索

https://www.bugyo-event2022.jp/

セミナータイムテーブル

簡単 WEB お申込み
※PC・スマホ・タブレット対応

STEP

STEP

1

STEP

2

奉行フォーラム

検索

「奉行フォーラム」と検索
していただくか上記の URL
よりサイトへ。

3

お申込み

登録ページにて必要な情報を
入力してください。

お申込み後、e-mail にて
「ご登録完了確認メール」
が届きます。

セミナータイムテーブル

各セミナーの詳細内容や調整中のセミナー情報に関しては、Web で最新情報を公開しています。
Web にてご確認ください

※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。
全国のOBC事業所にて
リアル開催！

10月18日（ 火 ）
経理向け

9：３０
１０：００
１０：３０
１１：００
１１：３０

１３：００

特別講演

ハンズオンセミナー
人事労務DX
ハンズオンセミナー

10:00〜10:40【Opening Session】

全社でDXに取り組むための
強い組織づくりのメソッド

原晋氏

11:00〜12:00
「紙」
をなくせば電帳法対応は怖くない！
一人経理でも確実に取り組める
DX実践事例を税理士が徹底解説

１５：３０
１６：００
１６：３０

加藤 幸人 氏

12:20〜13:20
バックオフィスのDXで会社は変わる！
“スーパー経理部長”が解説する
経理業務の変化と未来

11:00〜12:00

11:00〜12:00

人事労務DX
ハンズオンセミナー

Coming Soon

Coming Soon

桑原運輸株式会社 専務取締役

桑原 達也 氏

１８：００

人事労務DX
ハンズオンセミナー

SHOWROOM株式会社
代表取締役社長

前田 裕二 氏

14:40〜15:40
DX成功のカギはトップの覚悟と現場のマインド
DX推進を成功に導くための組織づくりとは？

16:00〜17:00
他社はDXの課題をどう乗り越えたのか？
5社のDX成功企業から学ぶ
バックオフィスDX推進のコツ

株式会社オービックビジネスコンサルタント

17:20〜18:20
登録者数No.1／45万人超の
会計士YouTuberが語る！
世界一わかりやすいインボイス制度基礎講座

15:00〜16:00

Coming Soon

人事労務DX
ハンズオンセミナー

森本 登志男 氏

加藤 博之 氏

16:00〜17:00
クラウド会計導入の"失敗事例"５選から学ぶ
クラウド導入で確実に経理業務の生産性を
上げるためのコツ

14:40〜15:40

旭川市 最高デジタル責任者(CDO)
総務省 テレワークマネージャー
総務省 地域情報化アドバイザー

デジタル庁
国民向けサービスグループ 企画調整官

16:00〜17:00
Coming Soon

16:30〜17:30

経理DX
ハンズオンセミナー

17:20〜18:20
“DXレポート“の検討中心メンバーが語る
中堅・中小企業経営者に伝えたい
DXへの向き合い方

人 事 労 務 D X・経 理 D X を
1日で 体感したい方は、
15 : 0 0 〜と16 : 3 0 〜 に
続 きで 受 講 いた だ けま す 。

経済産業省
商務情報政策局 情報産業課

山田 真哉 氏

沖藤 圭祐 氏

１８：３０
「業務のDXを実際に体感したい！」あなたに

ハンズオンセミナー開催！

（事前予約制）

10

18

火

人事労務業務のDXを具体的に体感！
時間のかかる5大「紙」業務の変化がわかる
奉行クラウドハンズオンセミナー

10

19

経理DXを 体感

水

経理DXを具体的に体感！
電帳法・インボイス制度への対応から
経理業務の自動処理まで、一連の業務を見て
触れる奉行クラウドハンズオンセミナー

Coming Soon

11:00〜12:00

経理DX
ハンズオンセミナー

Coming Soon

桑原 達也 氏

経理DX
ハンズオンセミナー
明治大学文学部教授

齋藤 孝 氏

16:00〜17:00
”超”難解な
『改正育児・介護休業法』
対応！
実務を間違えないために知っておきたい
すべてのポイントを社労士が徹底解説

旭川市 最高デジタル責任者(CDO)
総務省 テレワークマネージャー
総務省 地域情報化アドバイザー

16:00〜17:00
他社はDXの課題をどう乗り越えたのか？
5社のDX成功企業から学ぶ
バックオフィスDX推進のコツ

松澤 隆志 氏

17:20〜18:20
タレントマネジメントは難しくない！
中堅・中小企業のための
タレントマネジメント入門セミナー

Wake Consulting代表
人事戦略アドバイザー

14:40〜15:40
Coming Soon

15:00〜16:00

経理DX
ハンズオンセミナー

森本 登志男 氏

アクタス社会保険労務士法人

１４：００

Coming Soon

17:20〜18:20
“DXレポート“の検討中心メンバーが語る
中堅・中小企業経営者に伝えたい
DXへの向き合い方

１５：３０

16:30〜17:30

人事労務DX
ハンズオンセミナー

１６：３０
１７：００
１７：３０

経済産業省
商務情報政策局 情報産業課

沖藤 圭祐 氏

制度改正対応やDX推進について自由にご相談いただける

１５：００

１６：００

16:00〜17:00

株式会社オービックビジネスコンサルタント

南 和気 氏

１３：３０

１４：３０

14:40〜15:40
DX成功のカギはトップの覚悟と現場のマインド
DX推進を成功に導くための組織づくりとは？

弁護士法人ALG＆Associates
執行役員・弁護士

１１：３０

１３：００

桑原運輸株式会社 専務取締役

13:40〜14:20【Lunch Session】

14:40〜15:40
それ法令違反かも？！
労働時間管理あるあるトラブルTOP3

１１：００

１２：３０

13:30〜14:30

DX成功の秘訣は
「コミュニケーション」
職場を活性化する会話力とは？

１０：００

１２：００
12:20〜13:20

12:20〜13:20
100年続く地方中小運輸企業
「桑原運輸株式会社」
が語る
私たちがDXを決めた理由

人 事 労 務 D X・経 理 D X を
1日で 体感したい方は、
15 : 0 0 〜と16 : 3 0 〜 に
続 きで 受 講 いた だ けま す 。

１８：００
１８：３０

オンライン個別相談会 開催！
事前予約の他、イベント当日に予約いただくことも可能です。

全国のOBC事業所にて、ソフトウェアを実際に操作しながら、経理・人事労務業務のDXを体感していただけるハンズオンセミナーを開催します。最新のAI技術を
活用した業務の自動化、入力レス、ペーパーレスな最先端の業務を実際に試すことができますので、バックオフィスの業務DXを具体的に体感しに来てください！

人事労務DXを 体感

11:00〜12:00

株式会社オービックビジネスコンサルタント

家永 勲 氏

株式会社オービックビジネスコンサルタント

公認会計士・税理士

11:00〜12:00
バックオフィスからなら失敗しない！
今さら聞けないDXのはじめ方

株式会社オービックビジネスコンサルタント

13:30〜14:30

14:40〜15:40
なぜ、
今、
デジタルインボイスなのか
〜デジタルインボイスを活用した新しい
価値の創造〜

11:00〜12:00
『月刊総務』
前編集長が徹底解説！
いま人事労務にペーパーレス化が必要な理由と
明日から取り組める実践手法

9：３０

１０：３０

イェール大学助教授
半熟仮想株式会社代表

12:20〜13:20
従業員が喜ぶ職場環境作りは
バックオフィスのDXで実現できる！
DXによる働き方改革事例３選

13:40〜14:20【Lunch Session】

講演タイトル調整中

10:00〜10:40【Opening Session】

豊田 健一 氏

12:20〜13:20

12:20〜13:20
100年続く地方中小運輸企業
「桑原運輸株式会社」
が語る
私たちがDXを決めた理由

前田 康二郎 氏

ハンズオンセミナー
経理DX
ハンズオンセミナー

株式会社月刊総務 代表取締役社長／
戦略総務研究所 所長／一般社団法人 FOSC 代表理事／
一般社団法人ワーク DX 推進機構 理事

株式会社オービックビジネスコンサルタント

流創株式会社 代表取締役

１７：００
１７：３０

特別講演

成田 悠輔 氏

11:00〜12:00
バックオフィスからなら失敗しない！
今さら聞けないDXのはじめ方

アクタス税理士法人 代表社員 税理士

１４：３０
１５：００

経営者 / マネージャー向け

9:30〜10:30

DXの三つの顔

青山学院大学 地球社会共生学部 教授
陸上競技部長距離ブロック監督

１３：３０
１４：００

総務向け

9:30〜10:30

１２：００
１２：３０

経営者 / マネージャー向け

全国のOBC事業所にて
リアル開催！

10月19日（水）

制度 改 正 対応や、日々の業 務、ITシステムに
関するご相談など、
お客様の業務の課題に専任
のシステムコンサルタントがお答えします。

他にも多数のセッションをご用意しています！

