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達人シリーズ操作動画や導入事例など
公式YouTubeチャンネルでご紹介中！！

オリコンタービレの

YouTube
オリコンチャンネル

年末決算
特大号
2021年

CAMPAIGN
大好評 twitter

どなたでもご応募いただけます！

https://twitter.com/occ21

Nintendo Switchの
ロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

2021 

オリコンタービレが
新規導入・開業を
サポート致します！

導入・開業時の煩わしい作業はお任せください！

新 規 開 業おまかせセット
会計ソフト　 税務ソフト　パソコン　訪問設置作業

このようなお悩みも
一発解決！・・・・ 

達人を導入したい
システムの相談に乗ってほしい
パソコンや複合機を検討している
導入からサポートまで窓口を一本化したい

すべて含んで!
税抜250,000円~

▶お気軽にお問い合わせください！

構成のカスタマイズやクラウド製品など、ご希望に応じてご提案させていただきます。

12月は
任天堂
Switchが

予
告

今年も
当たります！

決算
キャン

ペーン期
間

オンラインセミナーを開催しました。
テレワーク・

コロナ時代の会計事務所働き方改革

● 料金が安価である
   （従量制ではない）
● 直感的に使える
● お客様の費用負担が無い
● セキュリティの強化
● 弥生会計との親和性が高い

FRONTIER21の
導入理由

YouTube
オリコンチャンネルで
アーカイブ配信中です！

YouTube
オリコンチャンネルで
アーカイブ配信中です！

税理士法人古田土会計
働き方改革課リーダー

税理士 塩澤  史彦様

講師

FRONTIER21の導入後のメリット

FRONTIER21なら一括管理できるので
業務効率が大幅に改善し資料の漏れも無くなった。

FRONTIER21ならタイムロスがなくなり
大幅に業務効率がアップした。

FRONTIER21なら外出先・在宅など
どこからでもデータにアクセスできるので
とても便利になった。

メールで決算資料をやり取りして
いたが、大量のメールの中、資料探
しが煩雑で漏れることもあった。

弥生会計をメールでやり取りしていた
ので決算時にタイムラグやデータの
取り違え、タイムロスが起こっていた。

弥生会計をクラウド化
事務所内の他

725件のお客様と
FRONTIER21で共有しています。



キャンペーン

新規導入

を新規導入で

キャンペーン期間
2021年11月1日（月）～12月22日（水）

サポート　　
　　しっかり
安心です！

月額基本利用料金が月額基本利用料金が
ご紹介者（貴方様）のFRONTIER21

ご紹介いただいた方がFRONTIER21を
新規ご契約していただくと…

無料!!6
※2件なら

12ヶ月分無料！！

ヶ月分無料!!6ヶ月分

税理士法人古田土会計（東京）

テレワーク中も資料の受け渡しで困ることは全くありませんでした。

■社員数279名 ■顧客数2,300社 （2020年12月期）

税理士法人 古田土会計
代表社員 古田圡 満 様

株式会社古田土経営
代表取締役社長 飯島 彰仁 様

新型コロナウイルス感染拡大対策とし
て、弊社はテレワークの体制をとりまし
た（現在はシフト勤務へ移行）。
FRONTIER21は既に軌道に乗って
いる状態のお客様が数百社あります
が、テレワークに移行した際に資料の
受け渡しで困ることは全くありませんで
した。今回寄稿するにあたりどんなこと

を申し上げたらいいか、普段とほとんど
変わらず業務が行えたのでむしろ困っ
てしまったくらいです。それほど普段か
らFRONTIER21を使ってやり取りして
いるお客様とは情報の共有ができてお
ります。操作が簡単で、お客様の評判も
いいです。安価で利用できますのでお
勧めです。

古田土会計の
 テ レ
ワーク

Report

税理士法人 古田土会計
働き方改革課リーダー
税理士 塩澤  史彦 様

経営計画支援実績数 業界一

FRONTIER21はユーザー数無制限で利用
できるので、利用者（所内、顧問先）が増えて
も課金されることなくご利用いただけます。
1

2

3

ユーザーID数無制限

データの入力は自分のパソコンで行うので
処理速度が速く、クラウド特有のストレスを
感じることがありません。

入力時のストレス削減

目的のデータをクリックするだけのかんたん操作。
ダウンロードやアップロードの手間が一切かかりません。

操作がかんたん

は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。

古田土会計が
オススメするFRONTIER21

ご契約
1件
につき

FRONTIER21は弥生シリーズ認定連動製品です

全国の会計事務所および
一般企業でご利用いただけます

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。
社内・外出先・テレワークなど様々なシーンで
ご利用いただけます。
ログインIDは基本料金内で無制限に作成でき、
アクセス権限設定もかんたんです。

とは？ FRONTIER21は
様々なシチュエーションでご利用いただいています。

ログインID作成
利用

スタート！！共有フォルダを作成

利用開始までクラウド初心者でもかんたん3ステップ!
step１

step2

データ追加step3

おかげさまで

50,000
ユーザー様
ご利用中！

初年度月額利用料

顧問先
・・・・・・・・

・・・・
・・・・

・・・・
・・・・

・・・・
・・・・

・・・・
・・・・

・・・・・・・・

・・・・・・・・
・・・・・・・・

・・・・・
・・・・・

・・・・・

一般企業会計事務所

提携士業

テレワーク
テレワーク

顧問税理士

支店・営業所税理士法人支店

外出先
外出先

社　内
会計事務所

税理士法人本店

お気軽に
ご参加
ください！
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お友達・お知り合いの会計事務所様、
顧問先企業様をご紹介ください

ご紹介
キャンペーン

FRONTIER21の導入を検討している方 FRONTIER21をご利用中の方

初期設定から運用開始まで
弊社スタッフがサポートいたします！

ご紹介後のサポートはおまかせください！
是非ご紹介ください！

※オプション利用料を除く

お得なキャンペーン開催中！！

個別説明会随時開催中です！！
Zoomでも行っています。

ただいま



年末決算キャンペーン

モバイルパソコンモバイルパソコン超軽量超軽量

ノート＆デスクトップパソコンノート＆デスクトップパソコン

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2021年10月現在のものです。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。

※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2021年10月現在のものです。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。

Webカメラマイク内蔵

ノートセット
15インチディスプレイ・テンキー内蔵

DELL Latitude3520
超小型デスクトップセット
DELL OptiPlex3080 MICRO
23インチワイド型プロモニタ付

デスクトップセット
DELL OptiPlex3080SFF
23インチワイド型プロモニタ付

Webカメラ内蔵
VersaPro タイプVF

Webカメラ内蔵
LIFEBOOK A5510/FX

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
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

198,000円税抜特別
価格

220,000円税抜特別
価格

146,000円税抜特別
価格 142,000円税抜特別

価格

Webカメラマイク内蔵
dynabook BJ65/FS

140,000円税抜特別
価格

Webカメラマイク内蔵
Let‘ｓnoteFV1（14インチ）

273,000円税抜特別
価格

Webカメラマイク内蔵
HP(Inc.) HP ProBook 450 G7

215,000円税抜特別
価格

Mate タイプML

171,000円税抜特別
価格

DELL23インチワイド型プロモニタ付

DELL23インチワイド型プロモニタ付

バリュー ESPRIMO G5011/GX

184,000円税抜特別
価格

※「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

④DVD
ドライブ

②ワイヤレス
マウス

①Webカメラ

達人シリーズ データ移行作業は

オリコンタービレに 丸投げ！すべて
1 OS／ネットワーク初期設定

2 旧PCからのデータ移行

3 業務アプリケーションインストール

4 達人シリーズデータ移行NEW

2021 ORI-CONTABILE 

139,000円税抜特別
価格

DELL

ノートセット
訪問作業付 達人パソコンセット訪問作業付 達人パソコンセット訪問作業付 達人パソコンセット

大人気3機種 全て ＋

ま る な げ

お
ま
か
せ
！

SSD では「 快適業務！達人パソコンセット
しかも 安心の3年オンサイト保守付！

CPUCore i5 8GBメモリ

デスクトップ

Webカメラマイク内蔵
Let‘ｓnote SV1（12.1インチ）

269,000円税抜特別
価格

Webカメラマイク内蔵
Let‘ｓnoteLV8（14インチ）

225,000円税抜特別
価格

Let‘ｓnote シリーズLet‘ｓnote シリーズ大人気大人気
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2021年11月1日（月）～12月22日（水）まで

ノベルティグッズ
プレゼント！！

数量限定即納モデル ※完売の場合はご了承ください。



？

稼働音が
気にならない
静音モデル

利用例はP.10をご覧ください

3万円
引き!

合計

通常月額 16,000円（税抜）

月額15,500円税抜

面倒なインストール作業・データ移行作業は

オリコンタービレに ！すべて丸投げ

達人サーバセットなら、
すべて含んで5年間安心!!

訪問設置作業 達人データ移行作業 定期メンテナンス

達人サーバセット

パソコンを親機（サーバ）として
つかえませんか？

システム安定稼働の観点から
サーバOSを搭載したサーバ機での
運用をお勧めします。

A
Q

サーバはその役割上、
長期間安定して稼働
することが前提です。

サーバはハードディスクの
2重化などの障害対策や
システムの拡張が容易です。

サーバはWindowsUpdateの
コントロールが可能です。

対してパソコンは、長時間
連続して運用するというこ
とは想定されていません。

パソコンは拡張性に乏しく
障害対策の面で脆弱です。

パソコンは再起動時等に強制的に
インストールされるケースが多く、
その結果繁忙期に長時間利用でき
なかったり、システムエラーを起こ
す恐れがあります。

達人サーバセット

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）

※サービス内容・構成の詳細はお問い合わせください。

beatやRemoteViewと組み合わせて
運用すれば社外からのアクセスも可能です。

達人CubeクラウドAP仮想化サーバー
達人CubeクラウドAP仮想化サーバーで「達人シリーズ」をまるごとクラウド化 事務所内のサーバで達人データベースを一括管理、ファイルサーバとしてもご利用いただけます

達人シリーズはクラウド環境で
より快適に、よりセキュアに！

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!

メリット 1 メリット 2 メリット 3
達人シリーズのクラウド化でオフィスワークも、リモートワークもセキュアに快適！

テレワーク 外出先

オフィス

達人シリーズを
まるごとクラウド化

●利用人数：　 5名の場合 月額利用料 33,100円（税抜）
●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）

※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。

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。

●利用人数 1名様 月額利用料13,900円（税抜）～
●利用人数 2名様 月額利用料29,200円（税抜）～

達人Cubeクラウドデスクトップとは？

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！

標準構成利用料（税抜） 

※達人シリーズの契約が別途必要です。

1～2名様
で

ご利用な
ら！
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達人シリーズを
どこからでも使いたい

サーバ派もクラウド派も
データは社内で
保管したい達人シリーズをどこから でも使いたいクラウド派

  データは社内で 保管したいサーバ派
オリコンタービレがご提案します

達人Cubeクラウドデスクトップは事務所のパソ
コン環境を丸ごとクラウド化できるサービスで
す。達人シリーズだけでなく主要会計・給与ソフト
のインストールも可能です。



弥生ネットワークシリーズも
オリコンタービレにお任せください。

弥生会計 ネットワーク製品は
複数のユーザーで利用できる、サーバーを
利用したネットワーク対応版の製品です。

本支店など離れた拠点間でご利用になる場合には、
サーバー不要のクラウドサービス「かんたんホスティング」がおススメです。

弥生ネットワークサーバもオリコンタービレにお任せください。
「弥生ネットワーク製品」は、Windowsサーバーが必要です。

複数のパソコンからの同時入力・同時参照ができる！
最大20ライセンスまで対応。

訪問設置作業 定期メンテナンス弥生ネットワーク
インストール作業

インターネット

営業 支店支店
経理

（または経営者）

会計業務や販売管理業務の悩みを解決するだけではなく、
スピーディーな経営判断を支援します

※QRコードを読み取りスマートフォンからもご覧いただけます。

https://occ21-shop.com
ご購入はオリコンタービレECサイトで！！

支店

遠隔地の複数拠点で利用するなら「かんたんホスティング」

サーバーでデータを一元管理、最大20台までストレスのない同時利用環境を実現

まですべて含んでいます。

オリコンタービレは
ここがスゴイ！

税務申告ソフト「達人シリーズ」特約店

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。

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！

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

LAN上のパソコンで
同時入力することができます！

弥生
ネットワーク
なら

本店や支店など離れた場所でも利用できます！かんたん
ホスティング
なら
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support

達人の操作動画・話題のトピックを
【オリコンタービレ公式youtubeチャンネル】で
随時配信しています。

音声入りでわかりやすくご紹介！！
実際に動画を見ながら操作できるので、
ご自分のペースで行えます。



テレワーク

テレワーク

外出先

beat

サーバ

顧問先

サーバ

待ち受け
パソコン

持
ち
出
し

遠
隔
操
作

テレワーク

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

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。
※達人シリーズ利用可能

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。

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！

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

RemoteView

外からサーバに
アクセス

持ち出しPCで持ち出しPCで 遠隔操作できるから

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。
※達人シリーズ利用可能

クラウドAP

外出先

会計事務所 会計事務所 会計事務所

会計事務所

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 beat リモートアクセス

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。

テレワーク

所内のパソコンを
外から遠隔操作

今なら初年度月額利用料50%0FF！！
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）～
《年間利用料》

達人シリーズをクラウドで使いたい 自宅から事務所のパソコンを
遠隔操作したい

自宅から事務所のサーバに
アクセスしたい

飯田隆一郎税理士事務所 様
（愛知）

平宮義宏税理士事務所 様
（東京）

税理士法人
アイ・パートナーズ 様 
（神奈川）

樋口陽子税理士事務所 様
（福岡）

所長・税理士
飯田  隆一郎 様

弥生会計を使っているのですが、
決算時にもスムーズにデータの受
渡しができるのでとても便利だと
思います。普段、顧問先との連絡は
チャットワークで行い、ファイル共有
はFRONTIER21で行っています。
操作が簡単で職員も顧問先もすぐ
に使えるのもいいですね。

テレワークに取り組むにあたって
達人シリーズをクラウド環境で利
用したいと思い導入しました。
所内サーバが不要という点と、
バージョンアップ作業が一度で完
了するので便利です。

「本支店間の接続」「事務所外から
サーバへのアクセス」の2つの使い
方をしています。
自宅や外出先から事務所内にいる
のと同様の作業ができるので満足
しています。

昨年テレワークの体制を整えまし
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
れ変えています。RemoteView
は、事務所にいるのと同じ仕事をし
ながら在宅用パソコンにデータが
残らないので安心です。税理士

平宮　義宏様
代表

石渡　哲哉様
所長・税理士
樋口　陽子様
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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
18,000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！

「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0円

会計事務所向けパートナープログラム

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

「無料導入サポート」期間中にお申込みいただくと「あんしん
保守サポート」が1年間無料でご利用いただけます。
サポート期間中は後継製品や法令改正対応版が無償提案
されるので、安心して業務を行っていただけます。

税抜28,900円

その他の製品はオリコンタービレECサイトをご覧ください。

オリコンタービレ
ECサイト

弥生シリーズ
ご購入はこちら

年会費
税抜

※初期費用20万円・サポート料別月額利用料
税抜30,000円～/100パターン

60,000円 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

弥生認定連動製品

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21

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
標準価格 250,000円［税抜］ 標準価格 170,000円［税抜］ 標準価格 170,000円［税抜］

※無くなり次第終了

「ソリマチ熱血学習帳」
プレゼント！！

キャンペーン期間中に
ご購入いただくと

弥生22シリーズ 《FRONTIER21対応》弥生22シリーズ 《FRONTIER21対応》弥生22シリーズ 《FRONTIER21対応》《FRONTIER21対応》

ジョブカン会計 Desktop for BANなら「クラウドモード」搭載   ※法人のみ対応
《保守契約不要》

法人・個人用 ＞ 個人専用 ＞
年間利用料 年間利用料

ビズソフト株式会社は、
2021年6月より会社名が
「株式会社ジョブカン会計」に変わりました。

税抜 税抜13,500円/年 4,500円/年
2年目以降も一番安いのはジョブカン会計 Desktop

・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！

税務専門家向け会員制度BAN（バン）なら

ジョブカンDesktopシリーズ《FRONTIER21対応》

FAXで簡単に
ご注文いただけます！

スタンダード
税抜49,800円

プロフェッショナル

弥生22シリーズ

税抜23,000円

税抜160,000円 税抜130,000円 税抜110,500円

BANK

Excelデータ

1,000仕訳でも10秒

データの
取り込み 自動で

会計ソフト

¥

仕訳に変換

HAYAWAZA X

テキストデータ

インターネット
バンキングのデータ

No More 手入力

HAYAWAZA Xを使えば…

訪問デモ
受付中

●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

会計参謀
for 弥生会計

決算参謀
 for 弥生会計

標準販売価格
198,000円

標準販売価格
350,000円

標準販売価格
198,000円

168,000円（税抜）

168,000円（税抜）

OCC
特別価格

OCC
特別価格

OCC
特別価格

298,000円（税抜）

オリコンタービレ特別価格のご案内

for 弥生会計

会計王21シリーズ《FRONTIER21対応》

奉行シリーズ・大臣シリーズ・PCAシリーズも大特価！ 

クラウド製品

「訪問説明会」
大好評開催中!!

加入事務所 11,000件突破!!

FRONTIER21は弥生22シリーズ認定連動製品です。

2021年10月22日(金)新発売弥生22シリーズ

FAXでも簡単にご注文いただけます！

あんしん保守サポート
1年間無償

2021年11月18日(木)発売開始
ジョブカンDesktop シリーズ

オリコンタービレ特典

※顧問先請求の場合、別途手数料が必要です。
　ジョブカンDesktopシリーズはダウンロード版のみのご提供です。
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OCC特別価格特別価格OCC特別価格特別価格

OCC特別価格特別価格OCC特別価格特別価格 OCC特別価格特別価格OCC特別価格特別価格 OCC特別価格特別価格OCC特別価格特別価格

OCC特別価格特別価格OCC特別価格特別価格

弥生22シリーズはダウンロード版のみのご提供です。（ネットワーク版除く）



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。

オリコンタービレM＆Aサポートダイヤル

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 

https://occ21ma.com/

Zoomでの
ご相談も
承ります。

オリコンタービレのM&A仲介サービス

M&A

◎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
会計事務所Ｍ＆Ａ個別相談会開催中

東京会場 10月 6日（水）・20日（水）／ 11月10日（水）・24日（水）／ 12月8日（水）・22日（水）
株式会社オリコンタービレ 東京本社

大阪会場 10月 7日（木）・21日（木）／ 11月11日（木）・25日（木）／ 12月9日（木）・23日（木）
株式会社オリコンタービレ 関西営業所

福岡会場 10月 5日（火）・19日（火）／ 11月9日（火）・16日（火）／ 12月7日（火）・21日（火）
株式会社オリコンタービレ 九州営業所

事前申込制 

秘密厳守

お気軽にご参加くだ
さい

相談無料
着手金無料

譲渡に関するお問い合わせ、M＆A事例集ご希望の方は

オリコンタービレ
「M&A事例集」を 無料で差し上げます！

受付時間 平日9：00～17：00   https://occ21ma.com/
☎ 03-3490-8377

相談料 0円

オリコンタービレからの

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。

業界知識豊富な
担当者が仲介

成約後も安心の
サポートをご提供

着手金 0円 安心の実績

1

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

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

つのお約束3

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。

● 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!!

ユーザー様の

声

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社・
シャープ株式会社製の複合機を

“どこよりも安く”ご提案致します!!

複合機複合機複合機

LANSCOPE cloudLANSCOPE cloudLANSCOPE cloud

シャープ社製品
取り扱い始めました

セキュリティ強化！！

テレワーク環境はもちろん、通常の業務体制下でも
「Windowsパソコンの操作ログ」取得で

≪Windows操作ログ画面≫

23:32
ファイルサーバーの「顧客リスト.xlsx」
をデスクトップにコピー

23:36
ファイル名を「商品案内.xlsx」に変更
23:37
Google Driveにアクセス
23:40
「商品案内.xlsx」を
Google Driveにアップロード

操作ログの例

ポップアップ通知でユーザーに警告できます

Windows操作ログ、モバイルデバイス管理を
クラウドで実現!!

アプリの利用、Webサイトの閲覧、ファイル操作、Wi-Fi接続など、
「どのPCで」 「誰が」 「いつ」 「どんな操作をしたか」 などPCの利用状況を把握できます。

月額

300円
から
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