


操作ボタン（開く・送信など）、コメント
記入欄を非表示にすることができる
ようになります。
「お気に入りボタン」、「FRONTIER21
ビューワーへのリンクボタン」を追加
しました。

2 デザインの変更

フォルダに5色の新色を追加しました。
目的別にフォルダの色を10色から
選択することができます。

3 フォルダ色数の追加

顧問先に事務所からのお知らせを配
信する機能です。
休業案内などの一斉配信や特定の顧
問先に対しての配信ができます。重要
なお知らせは、ログイン時にポップ
アップ表示することができます。

FRONTIER21を複数ご契約の場合、
ログイン時に事業所IDを切り替えでき
るようになります。

6 事業所ID切り替え機能

所内IDでログインした場合、
使用者の表示を【氏名】【表
示名】から選択できるように
なります。

4 使用者表示の変更

●パス名（保存場所）をコピーすることができるように
　なります。
●顧問先IDでログインした際に、
　更新日時を表示することができるようになります。

その他のバージョンアップ内容

利用頻度の高いファイルやフォルダを登録で
きる機能です。
お気に入りボタンから簡単に目的のファイル
やフォルダにアクセスすることができます。
お気に入り登録済みのファイルやフォルダは
☆アイコンが黄色になります。

mosgreen （札幌市）
松屋　尚美 様

1 お気に入り機能

FRONTIER21ビューワーを使えば外出の際にモバ
イルパソコンを持っていかなくてもスマホでExcelや
PDFのデータを確認できるのでとても便利です。
また今回のバージョンアップでは「お気に入り機能」
を楽しみにしています。更に便利に使いやすくなると
期待しています。

ブラウザ型なのでインターネットに接続でき
る端末であればFRONTIER21プログラムの
インストール不要でファイルが閲覧できます。

インストール不要特長2

FRONTIER21プログラムから簡
単にビューワーを開くことができ
る様になります。
FRONTIER21ビューワーでは、
更新ファイルの一覧をご確認いた
だけます。

※詳しくはオリコンタービレにお問い合わせください。

便利 進化
今秋さらに に！ します！

シンプルな
操作性

ユーザー数
40,000

ユーザーID
無制限

データ共有サービス

FRONTIER21
が

〈バージョンアップ後：所内〉    

〈バージョンアップ後：顧問先〉    

顧問先の操作ボタンはこれまで通り表示されます。

《バージョンアップ予定日》

2020年10月11日（日）

5 お知らせポップアップ機能

7

3
1

8

ユーザー様の声
Voice

FRONTIER21ビューワーは、スマートフォン・
タブレット・MacでFRONTIER21に保存した
ExcelやPDFなどのファイルを閲覧すること
ができます。（入力は不可）

WindowsOS以外での
ファイル閲覧ができます特長1

条件を指定して検索できます。

FRONTIER21ビューワー連携
7

FRONTIER21ビューワー

《バージョンアップ予定日》

 2020年10月11日（日）
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現在、一部のスタッフのみがテレワークを行っています。
FRONTIER21と達人クラウドAPを利用していますので、
自宅や出張先で決算、申告書を作成する事が可能です。
「事務所は書類の保存場所」と
位置づければオフィスへの出勤、
作業時間は相当削減されるので
はないでしょうか。

鹿児島は当初新型コロナの感染者数が少なかったこともあり、
緊急宣言中もテレワークはほとんど行いませんでした。
備えとして自宅等から事務所のネットワークに接続する仕組
みは整えましたが、データによっては開いたり保存するのにも
のすごく時間がかかります。
その点、FRONTIER21ならストレスなく使えるのでとても便
利で業務効率が上がります。
FRONTIER21＋達人シリーズの組み合わせは、とてもいい
仕組みなので、知り合いの税理士にも紹介しています。

FRONTIER21を導入した理由は、自計化している顧問先
と会計データを共有する事が一番の目的でした。現在は会計
データだけでなく、控え、帳簿資料等を全てFRONTIER21
に保存しています。
FRONTIER21でデータを一元管理する事により効率
アップと安全性が確保されています。またお客様と各種資料
を共有できるので訪問回数が少なくても顧客満足度をあ
げる事ができています。

FRONTIER21はよくできた仕組みだと思います。
お客様とのデータ共有も簡単にできるので、これからもっと
活用を進めていこうと考えています。
これまでは訪問時にUSBメモリを使ったり、メールで送っ
てもらったりと事務所としての運用
が統一できていませんでしたが、
FRONTIER21を使えばすぐに
解決できますね。

現在のオフィスは昨年5月に開業いたしました。顧問先は医
療関係が比較的多く、クリニック向けに各種セミナーなどを
積極的に行っています。税務・会計はもとより、経営に関す
るアドバイス、サポートができる事務所を目指しています。

堂前真税理士事務所 （札幌市）

株式会社ひかる経営 （札幌市）

佐々木 義治 様堂前　真 様

所長・税理士　堂前　真 様

代表取締役　佐々木義治 様

40,000ユーザーに
ご利用

いただいています
シンプルな
操作性

テレワーク・
記帳代行

いつでも どこでも
かんたんアクセス

日常業務で使用する、さまざまなデータを安全に利用するためのデータ共有サービスです。
使用するデータをFRONTIER21に保存。それだけで業務の効率化が図れます。

とは？

6ヶ月分無料！！
初年度月額利用料

● 本店と支店を切り替えて使いたい
● 所内用とテレワーク用の契約を分けたい
● 所長先生専用の契約がしたい
● 会計部門と労務部門で別契約にしたい

ご
利
用
例

【ログイン時に切り替えできます。】

で
FRONTIER21が

追加契約いただけます。

《月額1万円》
FRONTIER21
ユーザー様

ご存じですか?

テレワークパ
ソコンに

データを
残しません！

ポイント1
ログインIDご

とに

利用権限 　　
が設定できます

（削除・
 移動など）

ポイント2
ログインIDご

とに

アクセスでき
る

フォルダが
設定できます

ポイント

ユーザーID数
が

増えても

追加料金0円！

ポイント3 4
が支持される理由

全国の会計事務所および一般企業でご利用いただいています。

ユーザー様の声Voice

事務所の特長

平成14年の開業以来、一貫してお客様の立場で満足いく
サービス提供を目指しており、病院経営においては会計・財
務に加えて医業経営についてのアドバイスも行っています。

事務所の特長

篠原利浩税理士事務所
所長・税理士　篠原 利浩 様

2020Autumn
　  キャンペーン
2020年
10月5日（月）から
11月10日（火）までこの秋

お得で
す

テレワークへの取り組みFRONTIER21について

FRONTIER21なら簡単にデータ共有できます FRONTIER21はスピードが速くてストレスフリーです

3 4FRONTIER21 NEWSFRONTIER21 NEWS



達人シリーズはサーバーでの運用も検討しましたが、設置スペースを取られたくなかったの
と、検討していたのが新型コロナの感染者数が増えてきた時期だったのでテレワークでの利
用も視野に入れて「クラウドAP仮想化サーバー」を導入しました。
使い勝手はとてもいいです。しかもバージョンアップが1台だけで済むので手間が省けます
し、クラウドならサーバーの管理者も不要です。それにセキュリティ的にも社内よりNTTデー
タ社のデータセンターの方が安心だと考えています。「FRONTIER21」と「クラウドAP仮想
化サーバー」を組み合わせることによって柔軟な働き方を実現することができています。

にじいろ税理士事務所 （東京都港区）
所長・税理士　本多 康之 様ユーザー様の声Voice

達人シリーズで操作がわからない時など、達人ヘルプ
デスクだけでなくオリコンタービレカスタマーセン
ターも利用できるのでスムーズに問題解決できます。
カスタマーセンターの皆様は経験豊富で、丁寧に親身
になって対応してくれるのでとても助かります。

税務申告ソフト「達人シリーズ」特約店
オリコンタービレはここがスゴイ！

導入前のご相談
個別説明会/リモートデモなどで
達人シリーズをご説明いたします。

support

1 購入方法
年間利用料を月額口座振替/
銀行振り込み/クレジットカードで
お支払いいただけます。

2 インストール・初期指導
達人シリーズの基本的な使い方を
リモートでご説明いたします。

3

データ移行
他社からの乗り換えは「データ移行補助
ツール」を無償でご提供いたします。
（対応システムはお問い合わせ下さい）

4 運用サポート/
ヘルプデスク

データ管理/データ移行/
パソコンの買い替え

[NTTデータ]と[オリコンタービレ]の
2つの電話窓口でサポートいたします。
ヘルプデスク及びバージョンアップ料は
年間利用料に含まれているので
追加費用は不要です。

5

パソコンの入れ替えに伴うデータ移行作
業（有償）/サーバーでの集中管理など
豊富な実績でご提案いたします。

6

クレジットカード
対応始めました！

山本公認会計士事務所様 （大阪）

NEW

Voice
お 客 様
の 声

カスタマーセンターの対応がとても良いです。

オリコンタービレ
カスタマーセンター

オリコンタービレカスタマーセンターが喜ばれる理由！

[ NTTデータ] と [ オリコンタービレ ] の
2つの電話窓口がご利用いただけます。

導入からサポートまで任せて安心。オリコンタービレのサービス内容

 ユーザー様から
「サポート対応が良かった」
「素早く解決できた」と
 喜ばれています。

丁寧なサポート 達人シリーズだけでなく
パソコンなどのサポート経験も豊富です。

経験豊富なスタッフ

電話・リモート・メールなどお客様の
ご要望にあわせてサポートしています。

さまざまな方法でサポート

1

3

2

お客様から

です！！
大 好 評

税務申告ソフト「達人シリーズ」をクラウド環境で利用するための新サービス！

達人CubeクラウドAP仮想化サーバー

NTTデータのデータセンターで運用される仮想サーバーにインストールされた
「達人シリーズ」をインターネットを介して利用できるサービスです。
「達人シリーズ」のアップデートや端末の入れ替えにかかる手間を
大幅に軽減するだけでなく、業務データをセキュアに保全できます。

●利用人数：　 5名の場合 月額利用料 33,100円（税抜）

達人シリーズをクラウド環境で
ご利用できます！

アップデート作業は
クラウドサーバーだけでOK! セキュリティが向上!

1 2 3

●利用人数： 10名の場合 月額利用料 46,600円（税抜）
●利用人数： 20名の場合 月額利用料 77,600円（税抜）

メリット メリット メリット

標準構成利用料（税抜） ※達人シリーズ（プロフェッショナルエディション）の契約が別途必要です。

※帳票データのエクスポート機能を
　ご利用になる場合は、オプションの
　追加契約が必要です。

※8名・15名または20名以上の
   ご利用料はお問合せください。

達人CubeクラウドAP 仮想化サーバーとは？

1名様・2名様でご利用の場合は、達人Cubeクラウドデスクトップがおススメです！

達人のテレワーク
利用にも最適！

【達人CubeクラウドAP仮想化サーバー】
   をお勧めいたします!

A

達人シリーズをクラウド環境で使うには
どうしたらいいですか？

Q
よくある お 問 合わ せ
達 人 シ リ ー ズ

オリコンタービレにおまかせください！
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テレワークテレワーク

会計事務所

会計事務所

外出先

オリコンタービレが推奨する

テレワークツールと活用事例オリコンタービレが推奨する

テレワークツールと活用事例オリコンタービレが推奨する

テレワークツールと活用事例

beat
サーバ

顧問先

会計事務所

サーバ

待ち受け
パソコン

テレワーク

クラウドAP

会計事務所

持
ち
出
し

遠
隔
操
作

外出先

さらに、FRONTIER 21と各種ツールを組み合わせれば
もっと便利にテレワークを実現できます

今なら初年度月額利用料6ヶ月分無料！！

4月上旬から職員を半分に分けて日替わりでテレワークを
行いました。以前は会計データやその他のファイルをUSB
メモリで持ち帰り、自宅のパソコンで復元していましたが、
FRONTIER21導入後は、面倒な変換作業もなくなりとても
快適です。セキュリティも高まりとても満足しています。

南台会計事務所様
（東京） 樋口陽子税理士事務所様

（福岡）
岡田能竜税理士事務所様
（大阪）

非常事態宣言解除後も週一回はテレワークを行っています。
テレワークをはじめる前に思っていたほど不自由さを感じるこ
ともなく、自宅に居ながら事務所と同様の作業ができたので
満足しています。

税理士法人トレイス
焔綜合会計事務所様
（大阪）

4月の中旬からテレワークに取り組みました。事務所職員を
2班に分け、2営業日毎に「在宅組」と「出勤組」を入れ替えて
います。RemoteViewは、在宅用パソコンにデータが残らな
いので安心です。

導入前はデータを事務所のパソコンに保存していましたが、
万一の時に心配なのでクラウド化しました。緊急事態宣言の
時にはテレワーク環境でも達人シリーズを利用できたので
とても便利でした。

特長 特長 特長

所内でご利用中のパソコンを持ち出して外出先・在宅など外
から事務所のサーバにアクセスして利用できるため、事務所内
にいる時と同じ操作性が実現できます。

自宅からサーバにアクセスできる！

富士ゼロックス
beat リモートアクセス RemoteView

所内の待ち受けパソコンを外出先・在宅など外から遠隔
操作できます。そのため手元のパソコンには達人などのアプリ
ケーションはインストール不要でデータも残りません。

自宅から社内のパソコンを遠隔操作！

NTTデータのデータセンターを利用して「達人シリーズ」を
クラウド化。クラウドなのでいつでも・どこでもアクセスで
きます。手元のパソコンには達人シリーズのインストールは
不要です。

「達人シリーズ」がどこでも使える

FRONTIER21 月額利用料 20,000円（税抜） 《初期費用》

40,000円（税抜）～
《月額利用料》

9,800円（税抜）～ １ライセンス 11,800円（税抜）／台～
《年間利用料》

５名で利用の場合 33,100円（税抜）～
《月額利用料》

達人 Cube
クラウド AP 仮想化サーバー

FRONTIER21は、ユーザーID数無制限の   
データ共有サービスです。

【社内】【顧問先】【本支店】【テレワーク】など
あらゆるシーンでご活用頂けます。

外からサーバに
アクセス

所内のパソコンを
外から遠隔操作

遠隔操作できるから持ち出しPCで持ち出しPCで 遠隔操作できるから
手元のパソコンに
アプリケーションの

インストール不要！

テレワークに
取り組んで

今後の働き方として
テレワークを本格的に
取り入れていこうかと

検討しています

FRONTIER21＋beatで
便利にテレワークに
取り組めました

今後も
在宅ワークを継続し

必要に応じて
出社をすることにしました

今回仕組みが
できたので

これからも
継続します

緊急事態にそなえて 
準備ができました

テレワークのご相談は
オリコンタービレに
お任せください！ユーザー様の声ユーザー様の声

Voice

テレワーク
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株式会社オービック
ビジネスコンサルタント

サーバーレスで利用できる
SaaS版奉行シリーズ

奉行クラウド
ピー・シー・エー株式会社

会計事務所向けのお得な
プランもご用意しています

PCAクラウド
ソリマチ株式会社

外部入力ツールとの
クラウド連携で

圧倒的なスピードを実現

会計事務所クラウド

導入事例
15,000法人

突破!!

各社クラウド製品のご説明・訪問デモも承ります！

「訪問説明会」大好評開催中!!

「弥生PAP」とは、弥生株式会社と会計事務所がパート
ナーシップを組み、弥生製品・サービスを活用して、中
小規模法人、個人事業主、起業家の発展に寄与する
パートナープログラムです。

新規開業の方には
お得なプランをご用意しています

※入会金は不要です。

会計事務所向けパートナープログラム
加入事務所 10,000会員突破

弥生会計AE／弥生給与／弥生販売
追加ライセンス価格（事務所内利用限定）

弥生PAP（パップ）
デスクトップアプリ（各1ライセンス）
パートナー版の提供（事務所内利用限定）

・弥生会計 オンライン
・やよいの青色
  申告オンライン

クラウドアプリ
・弥生会計 AE
・弥生給与
・弥生販売 プロフェッショナル
・やよいの見積・納品・請求書
・やよいの顧客管理

新元号も消費税改正も弥生であんしん。

●『会計参謀 for 弥生会計』『決算参謀 for 弥生会計』

●『HAYAWAZA X』

HAYAWAZA Xを使えば…
・各種Excelデータ（売掛帳・買掛帳・出納帳など）
・インターネットバンキングデータ 瞬時に仕訳変換できます!!

どんなExcelデータも瞬時に仕訳変換！
記帳業務を劇的に効率化

※初期費用20万円・サポート料別

製品名 標準販売価格

¥198,000
¥350,000
¥198,000

会計参謀 for 弥生会計（標準版）

会計参謀 for 弥生会計（古田圡会計版）

決算参謀 for 弥生会計

オリコンタービレ特別価格のご案内

¥168,000
¥298,000
¥168,000

OCC特別価格［税抜］

今後、法令改正が続くと想定される中でも、安心して製品をご利用いただくために「あんしん保守サポート」を初年度無償提
供。サポート期間中は後継製品や法令改正対応版が無償提供されるので、安心して業務を行なっていただけます。
※「無料導入サポート」期間中にお申し込みが必要です。

弥生20シリーズをオリコンタービレ特別価格でご提供中
FAXで簡単にご注文いただけます！

スタンダード
税抜28,900円

プロフェッショナル

※次期製品　弥生21シリーズ発売まで。

税抜49,800円

弥生シリーズ

弥生シリーズご購入はこちら
［オリコンタービレECサイト］

年会費
税抜

月額利用料
税抜25,700円～/100パターン

60,000円

弥生会計20

追加1ライセンス各
税抜7,800円

20台以上は
お得なサイト
ライセンスあり

さらに!!

>

「あんしん保守サポート」が最大15か月間無償！

Topics   FRONTIER21対応ソフト 弥生シリーズ ＞

弥生認定連動製品

訪問デモ
受付中

オリコンタービレECサイト
会員限定キャンペーン実施中！

弥生シリーズ
が安い!!

銀行と連携してAI自動仕訳
銀行、クレジット、電子マネーなど

金融機関の明細を自動で取り込んで一元管理。会計王20 OCC特別価格
税抜23,000円

Topics   FRONTIER21対応ソフト 会計王シリーズ ＞

Topics   FRONTIER21対応ソフト ツカエルシリーズ ＞

Topics   クラウド製品 ＞

160,000円 

ビズソフト株式会社ツカエルシリーズ

[新機能]ツカエル会計forBANに新機能「クラウドモード」搭載 ※法人のみ対応

《保守契約不要》

奉行i11シリーズ 大蔵大臣NXシステム PCA会計DX システムA
税抜 税抜OCC

特別価格

標準価格 250,000円［税抜］

130,000円 税抜OCC
特別価格 

標準価格 170,000円［税抜］

110,500円 OCC
特別価格 

標準価格 170,000円［税抜］

法人・個人用 ＞ 個人専用 ＞
年間利用料 年間利用料

※顧問先請求の場合、
　別途手数料が必要です。

税抜 税抜13,500円/年 4,500円/年
2年目以降も一番安いのはツカエル会計!!

東京メトロポリタン税理士法人
副代表／システムコンサルタント
榎本 孝史 様

入会金無料！・初年度年会費無料！・所内利用ライセンス無制限！

奉行シリーズ・大臣シリーズ・PCAシリーズも大特価！

私も
おすすめ
します！

税務専門家向け会員制度BAN（バン）なら

弥生21シリーズ
2020年11月13日
発売！

新製品

テレワーク支援ライセンス スタート！2020年11月13日から
NEW

※次期製品  仮称：会計王21シリーズ発売まで。

「松岡修造 熱血メモ」
プレゼント！！

キャンペーン期間中に
ご購入いただくと

12FRONTIER21 NEWS



サーバOS搭載の本格的なサーバセットです。
訪問設置作業、達人シリーズデータ移行、定期メンテナンスまですべて含んでいます。
ディスク容量アップ・WindowsCALの追加などのカスタマイズにも対応いたします。
※通常のファイルサーバとしてもご利用いただけます。

※5年リース
※現金一括購入も可能です。

Topics   富士ゼロックス・シャープ複合機 

DESKTOP PC & NOTE PC

超小型

※担当営業所からの交通費を別途申し受けます。 ※旧PCからのデータ移行及びアプリケーションインストールの範囲についてはお問い合わせください。
※表示価格は2020年9月末現在のものです。ご提供時期によって変動する可能性がございますので営業担当までお問い合わせください。

テンキー内蔵
Webカメラ・マイク付

ノートセット

通常 160,000円（税抜） 15,000円引 15,000円引

DELL Latitude3510

超小型デスクトップセット

通常 158,000円（税抜）

DELL OptiPlex3070 MICRO
23インチワイド型プロモニタ付
（角度調整/左右・縦横への回転/高さ調節）

デスクトップセット
DELL OptiPlex5070SFF
23インチワイド型プロモニタ付
（角度調整/左右・縦横への回転/高さ調節）

カスタマイズ構成も承ります！

MOBILE PC

13.3インチディスプレイ
法人モデル

12.1インチディスプレイ
法人モデル

dynabook G83

超軽量

G83

Serfaceシリーズ
（法人モデル）も

お取り扱いしています。

Let's note SV8

カスタマイズ構成も承ります！

薄い！軽い！
859g

富士ゼロックス複合機シャープ複合機

● 月額利用料が安くなりとても助かりました!!
● 用紙の消費量が1／3になりました!!
● ペーパーレス化が実現できました!!

シャープ社製品
取り扱い始めました

訪問設置作業 達人データ移行 定期メンテナンス
をすべて含んでこの価格です！

達人サーバスタンダードセットならすべて含んでいます!!

・機器に異常がないか、バックアップが正しくとれているか定期的に点検します。
・サポートが必要な時には、カスタマーセンターがリモート接続でサポートします。
・万一のハードウェア故障に備えて当日対応のメーカー保守に加入しています。

ご注文 ・ リース契約
・ 一括購入 導入前の環境調査 訪問設置作業

❶ 訪問設置作業
❷ 達人シリーズデータ移行
❸ 当日対応保守サービス
❹ ハードディスク2重化
❺ タイマーバックアップ
❻ 停電対策（UPS）
❼ ウイルス対策（5年間） 
❽ 定期メンテナンス
   （リモート・バックアップ点検）

ご注文から納品までの流れ

※サービス内容・構成の詳細はお問い合わせください。

他社と
比べてください！

【導入後も安心】充実のサポート体制

メモリ増量中！
　32GB

ユーザー様の

声

145,000円税抜特別
価格

198,000円税抜特別
価格

239,000円税抜特別
価格

145,000円税抜特別
価格 150,000円税抜特別

価格

13,000円引 通常 165,000円（税抜）

キャンペーン
特別価格

3万円
引き!

合計

2020年10月5日（月）から11月10日（火）まで2020Autumnキャンペーン
この秋
お得で

す

※「Let's Note」および「Surface」は対象外です。

『達人パソコンセット』ご購入で
いずれか1点プレゼント！

③モバイル
バッテリー

②ワイヤレス
マウス

④ポータブル
ハードディスク

①Webカメラ

OS／ネットワーク初期設定
旧PCからのデータ移行

業務アプリケーションインストール
達人シリーズデータ移行

1
2

3
4

SSD で快適業務！CPUCore i5 8GBメモリ

達人シリーズ データ移行作業は
すべてオリコンタービレにおまかせください！

NEW 達人サーバ スタンダードセット

富士ゼロックス・シャープ「複合機」
“どこよりも安く”ご提案致します!!

月額15,500円税抜
通常月額 16,000円（税抜）
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受付時間 平日9：00～17：00 https://occ21ma.com/

オリコンタービレM＆Aサポートダイヤル

☎ 03-3490-8377

◎対象：譲渡をお考えの所長先生 　◎参加費無料の個別相談会です。※事前申込制 
◎秘密厳守ですのでお気軽にご参加ください。

会計事務所Ｍ＆Ａ個別相談会開催中

東京会場 10月8日（木）・20日（火）／11月5日（木）・10日（火）／12月3日（木）・15日（火）
株式会社オリコンタービレ 東京本社

大阪会場 10月6日（火）・15日（木）／11月12日（木）・17日（火）／12月10日（木）・22日（火）
株式会社オリコンタービレ 関西営業所

福岡会場
開催時間（各会場共通・各回1事務所のみ）　●1回目／14：00～15：30　●2回目／16：00～17：30 

10月13日（火）・22日（木）／11月19日（木）・24日（火）／12月8日（火）・17日（木）
株式会社オリコンタービレ 九州営業所

相談料0円・着手金0円・秘密厳守

会計事務所の譲渡に関するご相談は
オリコンタービレにお任せください。

オリコンタービレは会計事務所業界に携わり20有余年。
豊富な業界知識で合併後のシステム統合をはじめとする様々なご提案を行います。

「相談料0円」「着手金0円」「安心の実績」

PRESENT ＞
会計事務所
M&A読本

譲渡に関する
お問合せ

https://occ21ma.com/

オリコンタービレは『会計事務所専門』に
M&A仲介サービスをご提供しています。

相談無料
着手金無料

ベストパートナー
をご紹介

独自のネットワークを活用し
て、ご要望に叶うパートナー
事務所をご紹介いたします。

1

業界知識豊富な
担当者が仲介

会計事務所専門にM&A
サービスを行っており、業
界に精通した担当者が責任
を持って仲介いたします。

2

成約後も安心の
サポートをご提供
システム統合をはじめ、成
約後もご安心いただけるサ
ポートを提供いたします。

3

オリコンタービレからの

つのお約束3

Zoomでの
ご相談も
承ります。

譲渡事務所

柄溝税理士事務所
　　　　　　　　　（大阪市）
法人件数：77件
個人件数：41件
職員数3名

譲受事務所

税理士法人カオス
　　　　　　　　 　（大阪市）

税理士12名（有資格者2名）
社労士2名
行政書士3名
職員40名（パート5名含む）
年商3億円

M&A

M&A

M&A

M&A

【ご相談内容】
後継者がおらず今後の顧問先へのサービス提供や事務所の運営に不安CASE. 1

譲渡

譲受

譲渡

譲受

会計事務所M&A事例をご紹介。様々な規模の会計事務所様をM&A成立へ導き、
譲渡側・譲受側双方の所長先生からお喜びいただいております。

税理士  柄溝 宗生様

代表社員税理士
武地 義治様

会計・租税法・経営・社会保険・労務・ファイナンシャルプランニングなど…
各分野においてスペシャリストを配置するプロ集団です。創業支援からは
じまり、会計業務支援、経理・総務代行、税務申告、コンサルティング、事業
承継・相続対策まで、一気通貫した企業サポートを提供されています。

後継者がいなかったので今後の顧問先へのサービス提供や事務所の運営に対
して前々から不安を感じていました。そんな時にオリコンタービレでM&Aの無
料相談を行っていると知って話を聞いてみようと思ったのがきっかけです。

譲渡事務所

井上総合会計事務所
　　　　　　　　    　（東京都）
法人件数84件
個人件数：35件
（合計119件うち医業40件）
職員数12名

譲受事務所

税理士法人TOTAL
　　　　　　　　   　（東京都）

税理士30名
公認会計士2名
司法書士3名
社労士11名
行政書士24名
職員250名

【ご相談内容】
後継者がいないので顧問先と職員の将来をどう守ればいいのか？CASE. 2

譲渡

譲受

譲渡

譲受

税理士  井上 貴司様

代表社員税理士
高橋 寿克様

事務所の譲渡を考えたきっかけは？

顧問先企業のデューデリジェンス（顧問先企業の事前信用調査）も専門の税理
士による聞き取り調査の結果、評価金額も満足のいくものでした。
顧問先企業へのサービスが向上し、何よりも職員の待遇も今まで通りというこ
とに安心しました。

評価金額やM&Aの内容には満足されましたか？

❶買取金額に見合う新規顧客の獲得と定着
❷職員のモチベーションアップ　の2点と考えています。

M&Aの目的は？

【事業所の特徴】

譲受後2年が経過した現在、「買取金額に見合う新規顧客の獲得」と「顧客の定
着度」に大変満足しています。
M&Aの仲介をオリコンタービレにお願いして大変良かったと思っています。

今回のM&Aには満足されていますか？

全国に11拠点を構え、会社設立・相続申告・医業経営までTOTALグルー
プで幅広く総合的にサポート。
士業を職人ではなくサービス業として産業化し、お客様の歩み・成長に寄
与し、自ら及び組織を成長させ、もって社会に貢献することを目標とされて

60歳を過ぎ10年後の将来を考えたとき、後継者がいない状況では、顧問先と
職員をどう守っていけばいいのか？このままでは多くの方々にご迷惑を掛ける
のでは？との危機感が事務所譲渡に至ったきっかけでした。

事務所の譲渡を考えたきっかけは？

当初はいつか譲渡しなければと漠然と考えていましたが、譲渡価格やM&Aに
かかわる諸条件などの評価内容に満足し、すぐに決断できました。私の悩みに
親身に耳を傾けてくれて、良い結果に導いてくれたオリコンタービレにとても
感謝しています。

評価金額やM&Aの内容には満足されましたか？

M&Aの最大のメリットは「顧客拡大」と「ノウハウの獲得」と考えています。
会計事務所経営戦略において「良質な顧客とスタッフの獲得」が同時に実現で
きるM&Aはこれからも積極的に取り組んでいきたいです。

M&Aの目的は？

【事業所の特徴】

医業顧客の拡大のみならず、長年続いている営業ルートからの新規顧客獲得
が現在もできており、買取費用は計画よりも短期間で回収できて大変満足して
います。交渉事もオリコンタービレの仲介のおかげでとてもスムーズに運び、
契約成立まで短期間で進むことができました。いい先生を紹介してくれて本当
にありがとうございました。

今回のM&Aには満足されていますか？
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会計事務所M&A事例
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