
NEW
青色申告事業者向け

ソフト

勘定奉行2000
太鼓判［個人編］

●標準価格

58,000円
※記載価格は税抜きの価格です。

■メニュー構成

販売代理店

※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。
※M i c r o s o f t 、W i n d o w sは米国M i c r o s o f t
Corporat ionの米国及びその他の国における登録
商標です。
※記載されている会社名、製品名は各社の商標ま
たは登録商標です。

株式
会社オービックビジネスコンサルタント

先端技術で未来を創る

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。

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

お手元のFAXに
お届けします。

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。
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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。
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〈東　京〉〒163-0480 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル43F私書箱245号 TEL.03（3342）1880（代） FAX.03（3342）1874
〈札　幌〉〒060-0003 札幌市中央区北三条西3-1 北三条三井ビル8F TEL.011（221）8850（代） FAX.011（221）7310 
〈仙　台〉〒980-0014 仙台市青葉区本町2-2-3 大正生命広業ビル7F TEL.022（215）7550（代） FAX.022（215）7558
〈高　崎〉〒370-0841 高崎市栄町16-11 高崎イーストタワー13F TEL.027（327）8266（代） FAX.027（324）6596
〈大　宮〉〒331-0852 大宮市桜木町4-82-1 安田火災埼玉ビル3F TEL.048（657）3426（代） FAX.048（645）2424
〈横　浜〉〒220-0004 横浜市西区北幸1-11-15 横浜STビル5F TEL.045（322）0922（代） FAX.045（322）3648 
〈静　岡〉〒420-0857 静岡市御幸町11-10 第一生命静岡鉄道ビル5F TEL.054（254）5966（代） FAX.054（254）5933
〈金　沢〉〒920-0031 金沢市広岡3-1-1 金沢パークビル4F TEL.076（265）5411（代） FAX.076（265）7068
〈名古屋〉〒460-0008 名古屋市中区栄2-12-12 白川第二ビル別館2F TEL.052（204）3350（代） FAX.052（204）3354
〈大　阪〉〒530-0001 大阪市北区梅田2-6-20 スノークリスタルビル9F TEL.06（6347）7736（代） FAX.06（6347）7731
〈神　戸〉〒650-0036 神戸市中央区播磨町49 神戸旧居留地平和ビル6F TEL.078（393）3399（代） FAX.078（326）7655
〈岡　山〉〒700-0907 岡山市下石井2-3-8 木下商工ビル3F TEL.086（225）7891（代） FAX.086（225）7897
〈広　島〉〒730-0032 広島市中区立町2-27 大和広島ビル4F TEL.082（544）2430（代） FAX.082（541）2431
〈福　岡〉〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-4-4 安田生命博多ビル7F TEL.092（413）1271（代） FAX.092（413）1266
〈鹿児島〉〒892-0846 鹿児島市加治屋町15-5 鹿児島SKビル3F TEL.099（227）2210（代） FAX.099（227）2236

URL http：//www.obc.co.jp

取引辞書コード

金額
仕訳別

科目別

仕訳方法

1仕訳あたりの適要文字数

消費税処理

青色申告決算書

数字4桁以内のフリーコード

-100億～1,000億未満（12桁未満）

-1,000億～1兆未満（13桁未満）

青色決算書入力・現金出納帳入力・預金通帳入力・売掛
帳入力・買掛帳入力・経費帳入力・売上帳入力・仕入帳
入力・仕訳帳入力をサポート

半角40文字（全角20文字）

簡易課税、原則課税、事業選択あり

一般用「損益計算書」「貸借対照表」「製造原価報告書」

処理スペック
管理可能会社数

総勘定科目数

総勘定科目コード

補助科目数

補助科目コード

補助科目文字数

仕訳件数

取引辞書数

最大1000社

最大450科目

数字4桁以内のフリーコード

一総勘定科目あたり9999補助

数字4桁以内のフリーコード

半角20文字（全角10文字）

無制限（HDDの空き容量まで）

9999件（内450件は登録済で全てカスタマイズ可）

適応機種「勘定奉行2000 太鼓判［個人編］」を使用するためには、以下の機器が必要です。

本体

メモリ

ディスプレイ

解像度

Pentium相当以上を搭載したWindows｠2000/98/95/NT4.0
が稼働するコンピュータ

32MB以上（64MB以上を推奨）

本体に接続可能でWindows 2000/98/95/NT4.0に対応
したディスプレイ

1024×768以上を推奨

Windows 2000/98/95/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）

Windows 2000/98/95/NT4.0
Windows 2000/98/95/NT4.0に対応した日本語変換システム
Windows 2000/98/95/NT4.0で使用可能なマウス
15MB以上必要（データは除く）
CD-ROMドライブ必須　FDドライブ1台以上必要

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。 ※より快適な環境にて動作させる為に、より多くのメモリを搭載することをお奨めします。
※本製品ではWindows 2000/98/95/NT4.0は含まれておりません。 ※ドットプリンタ・インクジェットプリンタで単票専用用紙の印刷はできません。
※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
OBC各事業所にてご確認下さい。

プリンタ

OS
日本語変換システム
マウス
ハードディスク
ディスクドライブ

■EB処理
取引データ受入

未受入データ編集

受入明細確認表

銀行登録

取引内容登録

■オプション
システム設定

■ヘルプ
目次

ヘルプの使い方

バージョン情報

■機能
会社データ選択

会社データ作成

会社データ読込

会社データ削除

会社情報参照

パスワード登録

勘定奉行の終了

■導入処理
会社情報登録

総勘定科目登録

補助科目登録

摘要名登録

取引辞書登録

消費税基本登録

税区分登録

税率テーブル登録

青色申告科目登録

■日常処理
青色決算書入力

現金出納帳入力

預金通帳入力

売掛帳入力

買掛帳入力

経費帳入力

売上帳入力

仕入帳入力

仕訳帳入力

■帳簿処理
元帳

現金出納帳

預金通帳

売掛帳

買掛帳

経費帳

売上帳

仕入帳

合計残高試算表

補助科目残高一覧表

推移表

補助科目推移表

■決算処理
青色申告決算書

消費税申告書

消費税計算書

課税制度別納税額比較表

課税売上割合計算書

税区分別明細表

翌年度更新処理

■随時処理
データコピー処理

データ修復処理

繰越残高調整

データ一括変更

SOHO
財務会計
ソフト

SOHO
販売管理
ソフト

SOHO
仕入・在庫管理
ソフト

OBCのビジネスソフト太鼓判シリーズ 小規模企業や青色申告事業者に最適！

商奉行2000
太鼓判（開発中）
標準価格…78,000円

SOHO
給与計算
ソフト

給与奉行2000
太鼓判
標準価格…78,000円

勘定奉行2000
太鼓判［法人編］
標準価格…78,000円

蔵奉行2000
太鼓判（開発中）
標準価格…78,000円

これで青色申告が、
カンタン、スピーディに処理。
1度使えば来年はもっとラクな、
青色申告事業者向けソフト、新登場。

新登場
マルチOS�
対 応�

20002000
98/95/NT4.098/95/NT4.0

WindowsR
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かんたん かいてき
●ガイダンス機能
操作中に処理方法がわからなくなっても、安心で
す。ガイダンス機能によって、画面上でカーソル
が指している位置の処理が常に下段のバーに表示
され、困った時にもすぐに助けてくれます。

ユーザーの熱い声にお応えして、青色申告事業者向けソフト

「勘定奉行2000 太鼓判［個人編］」、ついに登場です。

青色申告事業者の申告業務に最適な会計ソフトとして、数多くの独創機能はもちろん、

何よりもWindowsの特長を最大限に生かした使いやすさと共通性、快適な操作性、

そして余裕の高性能をハイコストパフォーマンスで実現しました。

財務会計システム導入は初めてというユーザーでも、導入したその日から

マウスとWindowsで「かんたん」「かいてき」に使いこなせます。

財務会計と税務申告システムを知りつくしたOBCだから実現できた、

徹底した使いやすさが、あなたの青色申告業務を楽しく、力強くサポート。

あなたは、もう手書き感覚で毎日の取引を入力するだけ。

めんどうな申告業務用の帳簿や書類の作成は、すべて

「勘定奉行2000 太鼓判［個人編］」におまかせください。

なるほど

青色申告

ここを見れば、
わかる！！

青色申告特別控除
10万円もしくは45万円※が特別控除
されます。
※損益計算書と貸借対照表の提出が必要です。

専従者給与
配偶者や15歳以上の親族で、その事
業に従事している人に給与を支払う
ことができます。

欠損金の繰越控除繰戻し還付
事業所得に損益（赤字）が出た時、以降
3年間にわたって各年の所得から差し
引けます。また前年の所得から控除し
て、すでに納付している所得税を還付
することもできます。

1

2

3

青色申告には、下記のように多くのメリットがあります。
でも、「帳簿作成がめんどうで…」「伝票処理が難しくて…」
という方がたくさんいらっしゃるのも事実。そこで、「勘
定奉行2000 太鼓判［個人編］」の出番です。手書き感覚で
毎日の取引を入力するだけで、難しい複式簿記を自動的に
処理します。めんどうな青色申告書類を自動的に作成して
くれます。しかも入力方法はマルチ入力で入力しやすいモ
ードが選べ、さらにそのままプリントアウトして提出可能。
これなら、簿記の経験がない方でも、らくらく青色申告が
その日から実現します！
※印刷物がそのままご利用できない場合もございますので、最寄りの税務署に
あらかじめご確認ください。

●スーパーヘルプ機能
製品付属のマニュアルと同じ内容が、ヘル
プとして搭載されています。操作中にわか
らなくなったら、ヘルプボタンを押すだけ
で状況に合わせた適切なヘルプが参照可
能。スピーディに操作が学習できます。

●取引辞書登録
よく使用する仕訳に
ついて「取引辞書」
として登録すると、
コードを入力するだけでその仕訳
が自動的に表示され、日付・金額
など必要な項目だけ修正すれば仕
訳入力ができます。たとえば、毎
月の支払などよく使うパターンを
登録し、摘要と金額だけを調整す
るといったように、カンタンな処
理が可能です。さらに、日常的な
取引事例を約450件もあらかじめ
登録。該当の取引を選んで金額を
入力するだけなので、とても簡単。
簿記の知識がない方でも安心です。

これが、ナットクの機能の数々。

入力方法は、青色決算書／現金出納
帳／預金通帳／売掛帳／買掛帳／経

費帳／売上帳／仕入帳／仕訳帳の9種類を用意。
目的に合わせて自由自在に選択できます。一番入
力しやすい入力モードで入力が行えます。

青色決算書入力や預金通帳、経費帳など入力するだけで
カンタンに複式簿記を実現。
毎日の取引を帳簿や伝票で手書きとおなじ感覚でカンタン入力するだけ。
あとは青色申告の45万円控除に必要な書類を自動的に集計・転記・プリントアウト。
まさに、らくらく・簡単に青色申告が実現します！

青色決算書入力
青色申告決算書そのままの画面に
入力でき、リアルタイムに金額が
変わりますので、所得額の増減を
確認でき確実な申告が行えます。

●青色申告の必要なあらゆる方に最適です。
［個人事業者］

●事業所得
製造業／陶器磁器製造・機械工具・製造・食
料品製造・家具製造など
加工業／農産加工・食品加工・畜産加工・工業
品加工など
小売業／食料品店・米穀店・菓子＆パン店・日用
品＆雑貨店
卸売業／食料品卸・衣料品卸・酒類卸など
建設業／工務店・塗装店・土木・土石など
サービス業／理容美容店・クリーニング店・民
宿旅館・運送業など
飲食業／料理店・弁当仕出し店・喫茶店・居酒
屋・スナックなど
農業／牧場・養業・果樹園・生花栽培など
●不動産所得　
●山林所得

［その他］
●税理士・会計士などの会計職
業専門家
●弁護士・医師・司法書士などの
自由業の方
●スポーツ選手・芸能人・外交員
などの自由業の方
●会社経理の記帳業務の委託を
受けている方
●企業の営業所・事業所などで
収支計算を必要としている方
●任意団体（町内会・親睦団体・
協力会・自治会）などで収支計
算をしている方
●家計収支計算をしている方

マルチ入力 自動転記
データの入力は、青色申告決算書そのままの画面でリアルタイ
ムに金額を確認しながら入力できます。科目をダブルクリックし
て、取引辞書を参照して選ぶだけ。あとは「勘定奉行2000｠太鼓判
［個人編］」におまかせ！各帳簿に自動的に転記されます。

●エレクトロニック・バンキングと標準連携ANSER-
SPC対応銀行の入出金明細がパソコンでダイレクト
に自動仕訳できる！

自動集計
日々のデータを入力するだけで、各種
管理資料も自動集計・自動作成。これ
ならめんどうな会計処理も驚くほどカ
ンタンに処理できます。

仕訳入力時には、登録済みの
取引辞書から該当する取引を
選んで、金額を入力するだけ!!

※「勘定奉行2000｠太鼓判［個人編］」において出力可能な青色申告決算書は、一般用
｠「損益計算書」「貸借対照表」「製造原価報告書」のみになります。

●自動仕訳化機能　特願平8ー277409
※別途ANSER-SPCおよび、ANSER-SPCが使
用できる金融機関とのご契約が必要です。

取引に応じた入金・出金処理、公共料金やNTTの自動引き落としの照会
など、一連の銀行取引をリアルタイムでオンライン化できますので、今
まで面倒だった作業がカンタンに処理できます。

取引事例�
450件�
�初期設定済�
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●とにかく簡単！の導入処理
導入のための準備作業も
きわめて簡単。手にしたそ
の日から、即座に活用して
いただけます。

●仕訳件数は
ノンスペック　　
大容量を実現。

仕訳件数はHDの容量に依
存したノンスペック無制
限。1年の取引が更新なし
で余裕をもって処理できま
す。また、総勘定科目は最
大450科目、補助勘定科目は一総勘定科目数あたり
9,999件など、余裕のスペックを実現しています。

●取引辞書登録
あらかじめ登録
されているもの
をカスタマイズ
したり、お客様
にあわせた取引
などを自由自在
に登録できます。

●消費税基本登録
原則課税・簡易課税ともに完
全対応。税区分、事業区分な
ど細かな設定も可能です。

●ユーザーパスワード
大切なデータを、パスワー
ドを登録した方だけが処理することも可能です。

●推移表
入力されたデータを
もとに推移表を作成
します。さらに簡単
にグラフも作成する
ことが可能です。

●現金出納帳
任意期間の現金および
預金勘定の入出金デー
タを集計して表示。補
助科目ごとの集計も可
能で、きめ細かな現預
金の管理が行えます。

●エレクトロニック・バンキング
銀行の入出金明細
がパソコンでダイ
レクトに自動仕訳
できるので、ミス
も防げます。

●自動仕訳化機能　特願平8-277409
※別途ANSER-SPCおよび、ANSER-SPCが使用できる金融機関とのご契約が必要
です。

買ったその日から、らくらく処理。
はじめての方でも
安心、のわかりやすさです。

伝票入力はカンタン。
しかも自動集計・自
動転記。データの
入力は、青色決算書
入力、他各種帳簿入
力で入力するだけ。
あとは「勘定奉行
2000 太鼓判［個

人編］」におまかせ！各帳
簿に自動転記はもちろ
ん、各種帳票も自動集計。
これならめんどうな申告
業務もラクラクです。

期末データが翌年の
期首データに繰越されるので、
一度導入すれば、翌年からは、
もっと簡単に処理できます。

◆取引辞書
日常的な仕訳
処理は取引辞
書に登録済み
（450件）です
ので、仕訳が
わからなくて
も取引辞書を
参照しながら
簡単に入力で
きます。取引辞書にあらかじめ登録され
ている取引事例を画面上にウインドウ表
示し、該当する取引を選んで金額を入力
するだけの簡単操作ですので、簿記の知
識がない方でも安心です。また、取引辞
書の追加登録・修正も可能です。

◆コード・名称検索機能
取引入力中や元帳作成時には、コード表
をいちいち見なくても画面上にウインド
ウ表示されますので、素早く必要なコー
ドを検索できます。また名称検索による
科目の参照も可能です。

◆連動総勘定科目選択
青色申告決算書を作成するイメ
ージで高速、かつ効率よく仕訳
入力ができます。例えば、青色
申告科目を選択すると、その下
に連動総勘定科目のリストが表
示され、選択できます。入力結
果がリアルタイムで青色申告決
算書に反映しますので、各科目の決算額や青色申告控除前
の所得金額がそのつど確認できます。

リアル
イメージ
入力

青色決算書入力
実際の申告書イメージの青色決
算書入力を採用。申告書そのま
まなので、わかりやすく間違い
なく、どなたでも正確に入力で
きます。 ※業種や地域によって使用できない場合があ

ります。あらかじめご確認ください。

なるほどカンタン、スムーズそしてスピーディ！
むずかしい帳簿入力は必要ありません。

集計処理はいっさい必要ナシ。
毎日の取引を入力するだけで、
管理資料が自動的に作成されます。

●伝票や通帳から
「マルチ入力」
9つの帳簿入力から目
的に合わせて自由自在
に入力しやすい入力モ
ードを選んで入力でき
ます。それまでの各科
目合計額も瞬時に表示
します。

●元帳・試算表などの自動作成

取引データを入力するだけで、即座に元帳、
合計残高試算表を画面表示。プリントアウト
も可能です。また、青色申告決算書も決算前
の任意の時点でプリントアウト可能です。

スーパーズーム機能
間違いが発見されたら、すぐにさかのぼって原因を追求でき、その場で修
正可能な独創機能です。伝票検索機能を経由せずに、試算表→元帳→仕訳

明細のように次々にデータをさかのぼり、科目の内訳
を確認・修正・追加・削除を行なうことができます。

●グラフ処理
推移表・合計残高試算表は任意の
総勘定科目を選択することによ
り、簡単にグラフ表示できます。

●データ一括処理
伝票日付の一括変更はもちろん、
伝票ナンバーの再付番、伝票一括
削除など、データメンテナンスに
必要な機能も搭載しています。

●翌年へのデータ繰越
期末データが翌年の期首データに
繰越されるので、翌年からは、も
っと簡単に処理できます。

●日付別自動ソート
取引入力は日付をバラバラに入力
しても日付別に並び替えます。日
付順を気にせず、まとめて入力が
行えます。

●青色決算書入力

●消費税にも完全対応

面倒な消費税の申告書・決算書な
どの処理も「勘定奉行2000太鼓判
［個人編］」が自動計算。スピーデ
ィに印刷できます。

●元帳※
●現金出納帳※
●預金通帳※
●売掛帳※
●買掛帳※
●経費帳※
●売上帳※

●仕入帳※
●合計残高試算表
●補助科目残高一覧表
●推移表
●補助科目推移表
●青色申告決算書

●消費税申告書
●消費税計算書
●課税制度別納税額比較表
●課税売上割合計算書
●税区分別明細表
●EB処理受入明細確認表

「勘定奉行2000太鼓判［個人編］」が誇る豊富な管理資料

※は、総勘定科目、補助科目ごとに出力可能です。

導入
処理
導入
処理

管理
資料
管理
資料

日常
処理
日常
処理
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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
をご覧下さい。

必要な申告書類を画面で確認、
そのままスピーディーにプリントアウト。
だから、とても効率的。

●お手持ちのプリンタで迅速出力
レーザープリンタなど、Windows対応のプリンタであらゆる帳票・決算書が
出力できます。
※単票バインダー元帳への出力はページプリンタが必要。

●帳票を印刷前にプレビュー可能
青色申告決算書と消費税申告書は、印刷前にまったく同じイメージで画
面表示が可能です。印刷結果を事前に確認でき、出力作業を効率化でき
ます。

●各種帳票や管理資料も簡単プリントアウト
元帳や現金出納帳、合計残高試算表など各種帳簿や管理資料が、必要な
ときに素早く簡単にプリントアウトできます。

出力
環境
出力
環境

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。

●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
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

★東　京 03（5330）8770
商シリーズ、蔵シリーズ

★札　幌 011（221）8780
★仙　台 022（215）8066

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

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。

■年間保守契約（OMSS会員サポートサービス）

■OBC 一般サポートサービス

■OBC24時間無人応答アンサーシステムサポート

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
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。
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。
※詳しい価格、内容はサポートガイドをご覧ください。

≪年間保守契約サービス内容≫
●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
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』
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
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。

●アップグレード
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。

●ディスク紛失・破損対応
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。

●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。）

●その他各種サービスを取り揃えております。

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
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。

■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。

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。

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

●会員専用サポートサービス（無償）

●一般サポートセンター（無償）

●税制諸法規改正対応（無償）

●プログラムディスク紛失対応（無償）

●マニュアル紛失対応（無償）

●アップグレード（割引有償）

●OBC24時間無人応答アンサーシステム

●OBC FAX情報BOX

●その他各種サービス

●OBC FAX情報BOX操作手順

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。

■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。

（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。）

どこでも安心。しっかり親切。
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

ユースウェア

OBC情報
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