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NEW
年末調整・法定調書
作成ソフト

法定調書奉行2000
●標準価格

98,000円
※記載価格は税抜きの価格です。

KSK
対応

法定調書奉行2000 LANPACK for WindowsNT 法定調書奉行2000 LANPACK for WindowsNT With SQL
LANPACK SQL7.0

LANPACK with SQL7.0

●3クライアント………280,000円 ●5クライアント………380,000円
●10クライアント ……480,000円 ●20クライアント ……580,000円
※別途Microsoft SQL Server7.0が必要となります。

●3クライアント………440,000円 ●5クライアント……………580,000円
●10クライアント ……780,000円 ●20クライアント ………1,080,000円
※Microsoft SQL Server7.0バンドルPACKクライアントライセンス付き
●SQL 追加クライアントライセンス 1クライアント………………30,000円

■処理スペック
会社登録件数

最大1,000社

市町村登録件数

9,999件

所属登録件数

999件

社員登録人数

9,999人（管理会社1社あたり）

役職登録件数

999件

受給者登録人数

支払調書

■適応機種

PentiumII以上を搭載したWindows2000、WindowsNT4.0（ServicePack4以降が必要）
またはWindows98/95が稼動するコンピュータ（PentiumII 400MHz以上を推奨)

本体

64MB以上（128MB以上を推奨)

ディスプレイ
解像度

1024×768以上を推奨
Windows2000/98/95/NT4.0で使用可能なプリンタ
(使用するプリンタによって印刷できる用紙が異なります。)

OS

日本語変換システム

Windows2000、Windows98/95、WindowsNT4.0(ServicePack4以上)

必要なソフトウェア

※これらのソフトウェアは本製品には同梱されていませんので別途ご用意ください。尚、これらのソフトウェ
アがインストールされていない場合、本製品のセットアップが正常に行われませんのでご注意ください。

■マスター (M)
(1) 会社基本情報
(2) 所属マスター
(3) 役職マスター
(4) 市町村マスター
(5) 社員マスター
(6) 受給者マスター
(1) 支払調書
(2) 配当等
■日常処理 (D)
(1) 給与賞与入力
(2) 報酬等入力

■年末調整 (N)
(1) 控除申告書印刷
(2) 年末調整処理
(3) 源泉徴収簿
(4) 年末調整一覧表
(5) 給与支払報告書／源泉徴収票
(6) 給与支払報告書／総括表
■支払調書 (S)
(1) 報酬等の支払調書
(2) 退職所得の源泉徴収票
(3) 不動産の使用料等の支払調書
(4) 不動産等の譲受けの対価の支払調書
(5) 不動産等のあっせん手数料の支払調書
(6) 法定調書合計表
(7) 給与所得等支給状況内訳表
■配当等 (T)
(1) 配当等の分配の支払調書
(2) 配当等の分配の支払調書合計表

●●●●●●●●●●●●

120MB以上必要（データは除く）（郵便番号辞書含む）
CD-ROMドライブ必須

株式
会社

(4) 汎用データ作成
(1) マスターデータ
(2) 日常入力データ
(3) 年末調整データ
(5) 汎用データ受入
(1) マスターデータ
(2) 日常入力データ
(3) 年末調整データ
(6) 住所ラベル作成
(7) データ修復処理

FDドライブ1台以上必須

給与計算ソフト
誰でもスイスイ、ラクラク。
使いやすさ・安心・信頼と、3拍子揃った
給与計算ソフトの新たな本流。

■オプション (O)
(1) 重ねて表示
(2) 上下に並べて表示
(3) 左右に並べて表示
(4) アイコンの整列
(5) すべてのウィンドウを閉じる
(6) フォントの指定
(7) システム設定
■ヘルプ (H)
(1) トピックの検索
(2) ヘルプの使い方
(3) バージョン情報

■随時処理(Z)
(1) データコピー処理
(2) 翌年度更新処理
(3) 給与奉行データ受入

奉行シリーズに関する商品情報、
フェア
・
講 習 会 案 内 等 のさまざまな 情 報 を
FAX情報BOXから取り出せます。

●●●●●●●●●●●●

ハードディスク
ディスクドライブ

<ご注意> ※必要メモリ容量、ハードディスク容量はシステム環境によって異なる場合がありますのでご注意ください。※快適に御利用いただく為により高スペックのCPUを搭載したコンピュータ、並びにより多くの
メモリ搭載をお奨めします。※より安定した動作環境を維持するために、圧縮ドライブ（フォルダ）での運用はお避けください。※本製品にはWindows2000/98/95/NT4.0は含まれておりません。※OSがWindows2000
の場合、セットアップはAdministratorsグループのメンバで行う必要があります。尚、Windows2000への対応に関する詳細はOBCホームページ（http://www.obc.co.jp）または弊社各事業所にてご確認ください。

■機能 (F)
(1) 会社選択
(2) 会社データ削除
(3) 新規データ作成
(4) 会社データ読込
(5 )データ領域変更
(6) 会社パスワード登録
(7) 権限登録
(1) ユーザー権限登録
(2) 会社権限登録
(0) 終了

●●●●●●●●●●●●

Windows2000/98/95/NT4.0に対応した日本語変換システム
Windows2000/98/95/NT4.0で使用可能なマウス

マウス

InternetExplorer4.01ServicePack1以降

■メニュー

先端技術で未来を創る

※Windows98/95をご利用の場合Microsoftネットワーククライアントがインストールされ
ている必要があります。※MSDEは、データベース領域として最大2GBまで使用可能です。
※本製品のデータベースとしてSQLServer7.0を使用される場合、SQL Serverの1クライ
アントライセンスが消費されますのでご注意ください。※MSDEおよびSQL Server7.0の
データベースセットアップ時に指定する並べ替え順は「バイナリ順」のみサポートしてい
ます。※本製品をインストールされると、MSDEに対応したODBCのファイルバージョン
に書き換わります。※SQLServer6.5がインストールされているコンピュータにはインス
トールできませんのでご注意ください。

データベース

本体に接続可能でWindows2000/98/95/NT4.0に対応したディスプレイ

プリンタ

●●●●●●●●●●●●

9,999人（管理会社1社あたり）

本製品はデータベースとして、SQLServer7.0と互換のあるMSDE（Microsoft
DatabaseEngine）を採用しています。以下の点をご確認ください。

※NEC-9821・9801シリーズ上での運用はできません。

メモリ

●●●●●●●●●●●●

9,999人、配当等

「法定調書奉行2000」(スタンドアロン)を使用するためには、以下の機器が必要です。

1

FAX付属の電話機（トー
ン信号送出可能なもの ）
から、
（ 03）5330 - 6530に
お電話下さい。

オービックビジネスコンサルタント

2

給与奉行2000
●Aシステム ………………150,000円
●Bシステム ………………200,000円
●Superシステム …………250,000円
●Pro Superシステム（開発中）
……………………
（予価）330,000円

音声ガイダンスにしたがって、
最初に「0」
を入力してご希望のBOX番号5桁を入力
してください。
【情報 BOX番号一覧表】
BOX番号：39999 入力例：039999

3

発信音の後にFAXのスタ
ートボタンもしくは受信
ボタンを押し、受話器を
置いてお待ちください。

4

お手元のFAXに
お届けします。

販売代理店

URL http：//www.obc.co.jp
〈東 京〉〒163-0480
〈札 幌〉〒060-0003
〈仙 台〉〒980-0014
〈高 崎〉〒370-0841
〈大 宮〉〒331-0852
〈横 浜〉〒220-0004
〈静 岡〉〒420-0857
〈金 沢〉〒920-0031
〈名古屋〉〒460-0008
〈大 阪〉〒530-0001
〈神 戸〉〒650-0036
〈岡 山〉〒700-0907
〈広 島〉〒730-0032
〈福 岡〉〒812-0011
〈鹿児島〉〒892-0846

東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル43F私書箱245号
札幌市中央区北三条西3-1 北三条三井ビル8F
仙台市青葉区本町2-2-3 大正生命広業ビル7F
高崎市栄町16-11 高崎イーストタワー13F
大宮市桜木町4-82-1 安田火災埼玉ビル3F
横浜市西区北幸1-11-15 横浜STビル5F
静岡市御幸町11-10 第一生命静岡鉄道ビル5F
金沢市広岡3-1-1 金沢パークビル4F
名古屋市中区栄2-12-12 白川第二ビル別館2F
大阪市北区梅田2-6-20 スノークリスタルビル9F
神戸市中央区播磨町49 神戸旧居留地平和ビル6F
岡山市下石井2-3-8 木下商工ビル3F
広島市中区立町2-27 大和広島ビル4F
福岡市博多区博多駅前1-4-4 安田生命博多ビル7F
鹿児島市加治屋町15-5 鹿児島SKビル3F

TEL.03（3342）1880（代）
TEL.011（221）8850（代）
TEL.022（215）7550（代）
TEL.027（327）8266（代）
TEL.048（657）3426（代）
TEL.045（322）0922（代）
TEL.054（254）5966（代）
TEL.076（265）5411（代）
TEL.052（204）3350（代）
TEL.06（6347）7736（代）
TEL.078（393）3399（代）
TEL.086（225）7891（代）
TEL.082（544）2430（代）
TEL.092（413）1271（代）
TEL.099（227）2210（代）

FAX.03（3342）1874
FAX.011（221）7310
FAX.022（215）7558
FAX.027（324）6596
FAX.048（645）2424
FAX.045（322）3648
FAX.054（254）5933
FAX.076（265）7068
FAX.052（204）3354
FAX.06（6347）7731
FAX.078（326）7655
FAX.086（225）7897
FAX.082（541）2431
FAX.092（413）1266
FAX.099（227）2236

※カタログに記載された内容および製品の仕様は
改良のため、予告なく変更することがあります。
※Microsoft、
Windowsは米国Microsoft Corporat ionの
米国及び その他の国における登録商標です。

2000.04

ウィンドウズ2000に、早くも対応。
年末調整処理から法定調書作成処理までを、一気に省力化。
スピーディに法定調書合計表までを自動作成する、
プロ仕様の年末調整・法定調書作成システム、新登場。
KSK
対応
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圧倒的な使いやすさが、
処理スピードが、新次元。
とことん、カンタン。とっても、スゴイ。
ずば抜けた先進機能と快適操作を両立した
「法定調書奉行2000」ならではの先進機能の数々。

これが、新世代の使いやすさ、速さ、ネットワーク力。
Windows2000にいち早く対応、
手間のかかる年末調整や法定調書を、
カンタン操作でスピーディに自動作成。
しかも、作成した法定調書はそのまま提出できるから、
大幅な省力化が一気に実現します。

Windowsファンクション

（特許第3015862号、実用新案登録番号第3020226号）

今までのWindows製品にはない操作方法として、キーボード上のファンクションキーでジョブの切り
替えを実現しました。ファンクションキーの表示は、
「上配置」
「下配置」も選択することができます。
キー操作あるいはマウスでクリックすることにより、ツールバー感覚で操作することができます。

下配置

あの煩雑な年末調整業務を、なんとか簡単に処理したい。
法定調書の作成にかかる手間と労力を、大幅に省力化したい。
そんな悩みを一挙に解決する年末調整・法定調書作成ソフトとして、
圧倒的な支持をいただいている「法定調書奉行」が、
早くもWindows2000対応で新登場。
次世代のスタンダードWindows2000のGUI環境ならではの
高性能とスピーディな処理、そして扱いやすさを高い次元で両立。
法定調書そのままの画面に入力できる「リアルイメージ入力」や
「Windowsファンクション」をはじめとする独創機能にも、
さらに磨きをかけました。もちろんＫＳＫシステム対応で、
出力した帳票はＯＣＲ用紙に出力してそのまま税務署に提出できる
など、使いやすさと簡単処理を徹底追求したのはもちろん、
管理可能会社数や処理人数ではプロユースも余裕のスペックを実現。
21世紀の年末調整・法定調書作成業務も、
「法定調書奉行2000」に安心しておまかせください。

上配置

リアルイメージ入力

データを入力する
時 の 画 面 は 、各 種
帳 票 の イメ ー ジ を
そのまま画面に再現
した『 リ ア ル イメ ー
ジ入力』になっていま
す。手書き処理からの
移行にも違和感がなく、
操作性も簡潔です。

OBCオリジナル『全国郵便番号辞書』
『全国市町村辞書』搭載

年末調整も、法定調書も、ラクラク処理で各種帳票を自動作成。もちろん、ＫＳＫ完全対応。
さらに、給与奉行2000との連動で、もっとスムーズな一貫処理が実現します。
年末調整では、各種控除を自動計算。源泉徴収簿や源泉徴収票を自動的に作成します。また、法定
調書では、提出に必要な各種帳票を自動作成。法定調書合計表はKSKシステム試行署のOCR用紙
に直接印刷できますので、提出もスムーズ。年末調整処理や法定調書の作成業務を大幅に省力化で
きます。また、一度入力したデータは、翌年度更新処理により繰り越されますので、毎年変わらな
い項目のデータを有効に活用することができます。

KSK
対応

KSK（国税総合管理）シ
ステム試行署のOCR
用紙に直接印刷するこ
とができますので提出
もスムーズです。

郵便番号を入力するだけで住所を検索し入力することができる『全国郵便番号辞書』と、市町村
コードを検索、入力することができる『全国市町村辞書』を標準搭載しています。社員や受給者
の住所を入力する際等、入力のスピードアップを図ることができます。

給与計算ソフト
「給与奉行2000」との連動
当社の給与計算ソフト「給与奉行2000」と連動
することで、給与奉行2000で入力済みの社員
マスターデータ・給与賞与(源泉徴収簿)データ・
年末調整データを受け入れ、法定調書を自動作
成することも可能です。

奉行シリーズ間の連動
奉行2000シリーズ同士での統合システム環境
の構築ができ、データを連動させる環境をサポ
ートします。将来的にすべての業務のシステム
化をお考えの方も安心して導入いただけます。

余裕の管理会社数

報酬等の支払調書
給与支払報告書／源泉徴収票

1

「法定調書奉行2000」
の管理可能会社数は最
大1,000社です。顧問
先の多い会計事務所な
ども余裕で処理するこ
とができます。

2
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法定調書奉行2000［業務処理の流れ｜年末調整・支払調書］

法定調書合計表

業務処理の流れ

給与所得等支給状況内訳表

年末調整
どこまでも、カンタン入力。
あくまでも、おまかせ処理。
めんどうだった年末調整も、カンタンな設
定と入力だけで、スムーズに自動計算。各
種帳票を自動作成。しかも、打ち込んだデ
ータは、法定調書合計表などに自動的に連
動。さらに、
「給与奉行2000」との連動で、
トータル処理も可能です。
●扶養人数や各マスター設定により、年末調整の各
種控除額を自動計算し、源泉徴収簿や源泉徴収票
を作成します。（弊社専用用紙使用）
●年末調整処理後のデータは、法定調書合計表や給
与所得等支給状況内訳表にそのまま連動しますの
で、ミスがなくスピーディです。
●OBCの給与計算ソフト「給与奉行2000」や
「給与奉行2000太鼓判」で作成したデータを受
け入れられますので、給与・賞与計算から、年末
調整処理、法定調書合計表の作成までトータルで
業務を行うことができます。

社員マスター

社員マスターデータ

給与賞与入力

給与賞与(源泉徴収)データ

給与奉行との連動について
給与計算ソフト「給与奉行2000」
で作成した社員マスターデータ・給
与賞与(源泉徴収簿)データ・年末
調整データの受け入れが可能です。
給与奉行で入力済みのデータを利
用すれば、法定調書作成のための
手間と時間を大幅に削減できます。

年末調整データ
年末調整処理

支払調書
スイスイ、自動作成。
どんどん、効率アップ。
煩雑な支払調書の作成も、支払時にデータ
を入力するだけでスイスイ自動作成。法定
調書合計表もKSK対応のOCR用紙に直接
印刷可能で、スピーディに提出、スムーズに
処理。一気に効率アップが実現します。

配当等の分配の
支払調書合計表

受給者マスター(支払調書)

配当等の分配の支払調書
報酬等入力

報酬等の支払調書

●受給者マスターを登録しておけば、支払の都度、
支払日、支払金額、源泉徴収額を入力するだけで、
1年間のデータを集計して報酬等の支払調書を自
動作成。1年間の総額をまとめて入力することも
できます。
●法定調書合計表は、KSK（国税総合管理）システ
ム試行署のOCR用紙に直接印刷できます。
●給与所得等支給状況内訳表は、納期の特例にも対
応しています。
※法定調書は、東京国税局（給与所得等支給状況内訳表は
大阪国税局）の様式に準拠しています。他の都道府県で

退職所得の源泉徴収票
不動産等の譲受けの対価の支払調書

使用する場合には、事前に窓口で確認してください。

不動産の使用料等の支払調書

3

不動産等のあっせん手数料の支払調書
受給者マスター(配当等)

4
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法定調書奉行2000［出力環境・出力帳票／サポートサービス／ユースウェア］

出力環境・出力帳票

印刷プレビュー機能
あらゆる印刷帳票を、印刷前に画面上で実

どこでも安心。しっかり親切。

際の印刷帳票とまったく同じイメージで

どこまでも、美しく。
そのまま、提出。

確認できる機能です。印刷結果を事前に確
認できるため、
出力作業を効率化できます。

帳票はレーザープリンタで
白紙単票に迅速出力

帳票は全て高品質なレーザープリンタで出力可能。 帳票は高速・静粛・高品質印字のレーザープリンタで、白紙用紙(単票)にコピー感覚で印刷されま
必要な帳票を、美しく、スピーディーに出力します。 す。源泉徴収簿・源泉徴収票はOBC専用用紙へ印刷することができます。また、給与所得の源泉
もちろん、そのまま提出できるから、
徴収票等の法定調書合計表については、KSK(国税総合管理)システム試行署のOCR用紙に直接印
刷することができます。
大幅な省力化が実現します。

OBCがお届けするのは、すぐれたソフトウェアだけではありません。
万全のサポートシステム、多彩なユースウェアなど、使う方の身になった豊富なサービスを用意。
製品とともに、つねに確かな安心と信頼をお届けしています。

サポートサービス
お客様のさまざまなニーズに応えるさまざまなサポート。多くのサポート体制を整えているので、安心して利用できます。

法定調書奉行2000出力帳票

■年間保守契約（OMSS会員サポートサービス）
年間を通じて、税制諸法規の改正にともなう対応プログラムのご提供から、新バー
≪年間保守契約サービス内容≫
ジョンソフトのご案内、お問い合わせにはOMSS会員専用サポートセンターのご利
用など、あらゆる状況の様々なニーズにきめ細かく対応する多彩な内容をご用意。 ●OMSS会員専用サポートサービス
『奉行シリーズ』の操作方法などについて電話・FAXで『年間保守契約』に加入のお
お客様が安心してご利用いただけるようにOBCがサポート致します。
客様のご相談・ご質問にお応えする専用サポート回線
『OMSS会員サポートセンター』
※詳しい価格、内容はサポートガイドをご覧ください。
を設置しております。オペレータが丁寧にお答え致します。

●税制諸法規等改正対応
●会員専用サポートサービス（無償）

税法及び関連諸法規等の改正がある場合、迅速に税制改正版プログラム及び改正に
ともなう操作マニュアル・ご案内をご提供致します。

●一般サポートセンター（無償）

●アップグレード

●税制諸法規改正対応（無償）

OBC
オリジナル
サプライ
なら安心

類似品には十分ご注意ください。
また、本製品を無断で複製すると
意匠権、商標権、その他工業所有
権の侵害となりますのでご注意
ください 。注）●詳細は「奉行サ
プライ」
カタログをご覧ください。

品番

KSK
対応

用品

●プログラムディスク紛失対応（無償）

ご利用中の製品の後継となるアップグレード製品が新たに発売された場合に特別割
引料金にてご提供致します。

●マニュアル紛失対応（無償）

●ディスク紛失・破損対応

●アップグレード（割引有償）

製品のご使用中にプログラムディスクに破損が生じた、又は、紛失されて新しいプログラム
ディクスをご希望される場合に、その製品の新しいプログラムディスクをご提供致します。

●OBC24時間無人応答アンサーシステム

●その他各種サービス

●その他各種サービスを取り揃えております。

サイズ（インチ）

入数

4104

単票賃金台帳(源泉徴収簿)

A4タテ

500

4109

単票源泉徴収票(11月〜1月のみ)

A4ヨコ

100

弊社ソフトをご購入いただいたお客様にご提供するサービスです。

●一般サポートセンター

LT-22

単票タックシール（2連用）

A4タテ

600
（7,200片）

LT-42

単票タックシール（4連用）

Ｂ4ヨコ

600
（14,400片）

出力帳票

■OBC 一般サポートサービス

弊社ソフトをご購入いただきユーザー登録を完了されたお客様に、ご利用
いただけます。より効果的にソフトをお使いいただくために、サポート
センターのオペレータがお客様のお問い合わせに、丁寧に対応いたします。

給与所得者の保険料控除申告書兼
給与所得者の配偶者特別控除申告書
給与所得に対する所得税源泉徴収簿

●一般サポートセンター（無償）
●税制諸法規対応（有償）
●ディスク紛失対応（有償）

●マニュアル紛失対応（有償）
●アップグレード（有償）
●OBC24時間無人応答アンサーシステム

●OBC FAX情報BOX

★東 京 03（5330）8695

★東

★名古屋 052（222）5959
★大 阪 06（6347）7733
★広 島 082（544）2460
★福 岡 092（413）1268

勘定シリーズ、償却シリーズ

★東 京 03（5330）8692
給与シリーズ、申告シリーズ、
就業シリーズ、法定調書シリーズ

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

年末調整

●マニュアル紛失対応
ご利用製品のマニュアルを紛失された場合、同じマニュアルをご提供致します。
（マニュアルを複数ご提供することはできません。
）

●OBC FAX情報BOX

年末調整一覧表
給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書) 専用用紙使用
給与支払報告書(総括表)

★札
★仙

幌 011（221）8780
台 022（215）8066

■OBC24時間無人応答アンサーシステムサポート

専用用紙使用

年末調整通知書

京 03（5330）8770

商シリーズ、蔵シリーズ

OBCアンサーシステムは、自動音声応答装置により、お問い合わせの回答をお電話
もしくはFAXにてご提供するサポートサービスです。弊社ソフトご購入時に同梱さ
れている「アンサーシステムコード表」内のお問い合わせ内容であれば、年中無休
24時間フルサポート体制で受け付けております。

［OBC24時間無人応答アンサーシステムサポート］

TEL.03（5330）9030

報酬，料金，契約金及び賞金の支払調書
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
不動産の使用料等の支払調書

支払調書

不動産等の譲受けの対価の支払調書

ユースウェア

不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
給与所得等支給状況内訳表

配当等

配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書
配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書合計表
会社基本情報、所属リスト、役職リスト、市町村リスト
社員マスター、登録済社員リスト、

その他

受給者マスター(支払調書)、登録済受給者リスト(支払調書)
受給者マスター(配当等)、登録済受給者リスト(配当等)
給与賞与データ、報酬等データ、年末調整データ、
年末調整処理状況リスト、住所ラベル

導入したばかりの方から、パソコン上級者まで、豊富なスクールを完備。
■訪問指導サービス（インストラクター派遣サービス・〔導入指南役〕）
専任インストラクターが訪問し弊社製品について指導する有償サービスです。お客様
に合った指導内容を打ち合わせた上で、操作方法からシステム運用までマスターする
ことができます。マンツーマン形式の丁寧な指導ですので、パソコン初心者の方でも
安心して指導を受けることができます。
※詳細につきましては
「訪問指導サービス」カタログを
ご覧ください。
（訪問指導サービスは、購入しやすい
ように「導入指南役」というパッケージ
としても販売されていますので、ソフト
とあわせてご購入頂くことも可能
です。
）

■実践スクール
全国各地の弊社スクール会場で専任インストラクターによる弊社製品に関する講習を
ご受講頂けます。初心者の方から、よりスキルアップしたいという方までご参加くだ
さい。
●導入コース（1日）
導入処理・日常処理の基本操作
●運用コース（1日）
日常処理・管理資料・応用機能等
●パックコース（2日）
導入コース＋運用コース
※コースは開催会場によって若干異なることがあります。
※開催会場・日程等詳細につきましては最寄の事業所まで
お問い合わせください。

■OBC MS CTEC：Microsoft University教育コース
OBCではマイクロソフト株式会社により開発されたセミナーである「Microsoft
University」を開催しています。システムを管理される方、MCP（マイクロソフト
認定技術者）資格取得を目指している方に、マイクロソフト正式認定トレーナーによ
る講習をご受講頂けるコースです。

■OBCホームページ
『奉行2000シリーズ』に関する商品情報、各種サービス・展示会・
パソコンスクール、他最新情報等に関する様々な情報をインターネッ
ト上でご覧いただけます。

OBC情報

URL http://www.obc.co.jp
■OBC FAX情報BOX
『奉行2000シリーズ』
に関する商品情報、
各種サービス・展示会・パソコ
ンスクール、他最新情報等に関するさまざまな情報を24時間ご提供し
ております。
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●OBC FAX情報BOX操作手順
①FAX付属の電話機（トーン信号送信可能なもの）から、03（5330）6530にお
電話ください。
②音声ガイダンスにしたがって、最初に「0」を入力してご希望のBOX番号5桁を
入力してください。
【情報BOX番号一覧表】のBOX番号：39999 ★入力例：039999
③発信音の後にFAXのスタートボタンもしくは受信ボタンを押し、受話器を置いて
お待ちください。
④お手元のFAXにお届けします。
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