
bixidは株式会社ＹＫプランニングのクラウドサービスであり、登録商標です。OBC、勘定奉⾏、申告奉⾏、固定資産奉⾏および奉⾏クラウドは株式会社オービックビジネスコンサルタントの商標また
は登録商標です。Google Chromeは、Google LLC の商標です。Microsoft、Microsoft Edge、Azure、Excelは、⽶国 Microsoft Corporation の⽶国およびその他の国における商標または登録商標です。
Mozilla、Firefox は、Mozilla Foundationの⽶国およびその他の国における商標または登録商標です。Safari は、⽶国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。JavaScriptは、オラクルおよ
びその関連会社の登録商標です。その他の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。その他、記載されている会社名、システム名、製品名は⼀般に各社の商標または登録商
標です。なお、本⽂および図表中では、「®」、「™」は明記しておりません。

【個⼈情報の利⽤⽬的】お申込みの際にご記⼊いただくお客様の個⼈情報は、株式会社 YKプランニング（以下「YKプランニング」といいます。）を共同利⽤の管理責任者として、株式会社オービッ
クビジネスコンサルタント（以下「OBC」といいます。）との間でサービスお申込み情報（住所・⽒名・事務所名・連絡先）として共同利⽤致します。ご記⼊いただいた個⼈情報について、本サー
ビスの運営及び、YKプランニング・OBC からのセミナー・提供サービスのご案内や製品情報のご案内に利⽤させていただくことがございます。ご記⼊いただいた情報を個⼈情報保護⽅針に則
り適切に管理し、お客様の承諾なく第三者に開⽰・提供することは有りません。

FAX 総合申込書（資料請求 /デモンストレーション/説明）

上記のお申込み区分と必要事項を記⼊し、
下記の項⽬をすべてご記⼊の上、FAXにてお送りください。

〒

FAX

E-mail

ご住所

TEL

お名前 役職

貴事務所名

ASOS会員 会員   /   ⾮会員

株式会社オービックビジネスコンサルタント

〒163-6030 東京都新宿区⻄新宿 6-8-1
住友不動産新宿オークタワー 30F

0120-121-250
（10:00-12:00 / 13:00-17:00） 
※⼟⽇祝・会社休業⽇を除く

https://www.obc.co.jp

1980 年 12 ⽉

代表取締役社⻑ 和⽥ 成史

ビジネスソリューションテクノロジー及び
IT ソリューションテクノロジーの開発販売
プロダクトに対する保守・導⼊指導等のサービス
提供

事業内容

代表者

設⽴年⽉設⽴年⽉

電話番号

web サイト

住所

株式会社ＹＫプランニング

〒747-0044 ⼭⼝県防府市佐波 1-13-1

会計事務所向けシステムの開発、販売保守
およびコンサルティング
⼀般企業向けシステムの開発、販売保守
およびコンサルティング

https://www.yk-planning.com

1986 年 1 ⽉

0570-00-3614（ナビダイヤル）
（10:00-12:00 / 13:00-17:00）
※⼟⽇祝・会社休業⽇を除く

代表取締役会⻑ 税理⼠ ⾏本 康⽂
代表取締役社⻑ 岡本 ⾠徳

事業内容

代表者

電話番号

web サイト

住所

FAX：050-3730-8156

会社情報

 bixidデモンストレーションを希望します
リモート（ネット会議）で画⾯を共有しながらご説明いたします。実際の bixid の画⾯で説明を受けることができます。

bixidデモンストレ ションを希望します

 詳しい説明を希望します詳しい説明を希望します

お電話にて説明をさせていただきます。お気軽にお申込みください。

デモ希望⽇ 希望⽇①   ⽉（ 上旬 ・ 中旬 ・ 下旬 ） 希望⽇②   ⽉（ 上旬 ・ 中旬 ・ 下旬 ）

 資料請求を希望します bixid に関連した詳細な資料を送付いたします。

※希望⽇程をご記⼊ください（必須）

※希望⽇程をご記⼊ください（必須）

説明希望⽇ 希望⽇①   ⽉（ 上旬 ・ 中旬 ・ 下旬 ） 希望⽇②   ⽉（ 上旬 ・ 中旬 ・ 下旬 ）
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自動チェック・仕訳修正連携による徹底した効率化
ＩＴ技術を駆使し、⽉次・決算の会計データ（試算表・仕訳・消費税）の中から検証
の必要なものを⾃動的に抽出します。抽出結果をヒトが確認することで、漏れやキャ
リアの違いによるムラを無くし、チェックに掛かる時間を削減します。また、チェッ
クの最中に発⾒した仕訳を修正すると、⾃動的に勘定奉⾏クラウドに反映します。
効率化してまずは時間の捻出を。

財務会計サービスと監査・経営支援サービスのコラボで実現する「経理経営支援スタイル」
企業と会計事務所の会計業務を繋ぎ、拡げる「勘定奉⾏クラウド」と、企業と会計事務所の関係を強固にする経営⽀援クラ  ウド「bixid」で会計事務
所のみなさまに新しいビジネスモデルを提供します。API 連携によって⼈の⼿を介さなくても bixid と勘定奉⾏クラウド  を⾃動的に同期させるこ
とが可能です。また、監査業務におけるチェックの効率化を中⼼に、早期の数字確定が可能になり、企業に付加価値サ  ービスをスピーディに提
供することができます。また、クラウド上でコミュニケーションをとることが可能になり、企業との関係性を強固にする  ことができます。

ｂｉｘｉｄ×勘定奉行で叶える新しい ビジネスモデルｂｉｘｉｄ×勘定奉行で叶える新しい  ビジネスモデル

成果の早期把握化とPDCA サイクルの構築

適切な経営支援適切な経営支援

チェック早期完了化によって経営状況の把握スピードが向上します。そこで⽣ま
れた時間で、直近の経営状態の⾒える化のみならず、必要に応じて作成した経営
計画等との進捗管理、具体的な軌道修正を⾏うことで、企業経営の安定化と成⻑
を⽀援できます。

“真”に信頼される事務所に
過去の数字のチェック業務だけでなく、企業の持つビジョンや将来展望をシェアする
ことができます。この“経理経営⽀援スタイル” を活⽤することで、企業へのより価値
の⾼い⽀援を⾏える体制を構築し、関係性を今まで以上に強化できます。

関係性の強化関係性の強化

化

検証
ャ
ッ

す。

になり、企業との関係性を強固にする  ことができます。

奉 ⽇常
バックグラウ   ンド連携で
会計データを   自動同期

連携モ  デル

奉 ⽉次

修正仕訳もAPI      で自動連携

経理担当者

企業経営陣

会計事務所

毎月のチェック業務の早期完了化
企業⾃⾝で基本的な会計チェックが⾏われた後は、結果の共有が可能です。
結果を元に会計事務所が専⾨的な部分のチェックを⾏うことで、チェック業務を分
担化できます。それによって企業のチェックレベル強化に繋がるとともに、数字の
早期の確定が可能となります。

チェック業務の分担化チェック業務の分担化

毎⽉の仕訳や試算表データの中から
確認事項を⾃動抽出

会計データチェック業務 ⽉次チェック 決算チェック

bi

⾃動抽出
で効率化

誰でも
同じ結果

⽉末⽉初の
業務量削減 税務署⽬線

のチェック
⽭盾を事前に

把握可能
否認事項の
リスク回避

決算時には数値の過去推移を利⽤
した⽭盾点や警戒ポイントを税務
⽬線で抽出

bi

or
会計事務所

経理担当者

ビサイド

繁閑の激しい経理業務の効率化、     標準化、平準化により働き⽅
改⾰を強⼒にバックアップします。  またクラウド環 境 での会計
事務所と顧問先の双⽅向のコミュ   ニケーション機能を備えてい
ることからテレワーク環境構築の   担い⼿としてもお役⽴ていた
だけます。

働き方改革の推進にも！

チェックを効率化し時間を捻出チェックを効率化し時間を捻出

会計事務所

専⾨分野に
集中

bixid 上で
確認依頼

チェックレベル
の向上

⼊⼒ミス等の修正は企業で、企業
側からの不明点や、専⾨的な知識
を要する判断は会計事務所で⾏う

bi

経理担当者会計事務所

カテゴリ名実施 主確認者

入力ミス

適切会計

重要取引

税務判断

（税）〇〇〇　会計

（税）〇〇〇　会計

（株）□□□　経理

（株）□□□　経理

高

低

専門性

⼊⼒ミス

適切会計

重要取引

税務判断

}
}

チェックの分担は企業の会計レベルに合わせて設定可能

1 2

計画作成が
簡単

迅速な対応
が可能

bixid 内で
完結可能経営状況を

把握
解説機能で

理解
予実管理が

可能

bi
将来の数値⽬標だけでなく
具体的なアクションプランを作成し
ＰＤＣＡサイクルを定着化

数字の作成⽀援や専⾨的知識で
計画の策定をフォロー

経営支援サービス業務 単年⽉次計画 モニタリング

bi

企業経営陣
会計事務所

bi

分析画⾯が試算表の代わりとなり
利益やお⾦の出⼊りが確認可能

予算対⽐やＰＬ/ＢＳ/ＣＦの推移で
抑えるべきポイントを企業に解説

bi

決算時には同業他社と決算数値を⽐較し状況を正しく把握
bi

会計事務所・経営陣

会計データ分析業務 ⽉次分析 決算分析 モニタリング

スマホ対応 ビジュアルで
把握

数字への
興味を増進

ワンクリック
で簡単分析

コメントで
情報共有

ペーパーレス
が可能

企業経営陣 会計事務所

各社対応会計     ソフト例

他多数（五⼗⾳順）

Ａ-ＳａａＳ
エッサム
エヌエムシイ
応研
オービック
サクラス
シスプラ

セイコーエプソン
ソリマチ
ＴＫＣ
ＪＤＬ
⽇本ビズアップ
ＰＣＡ
ビズソフト

freee
フリーウェイジャパン
マネーフォワード
ミロク情報サービス
弥⽣
ワイエムジーソフト

奉

他社会計データは       勘定奉行用に

コンバートして利       用可能

Spot

会計データチェック業務 ⽉次チェック 決算チェック



X

X

日常運用（毎日 or 毎週） 月次運用（月に 1度）

ちょっとした空き時間などに金額の大きい取引等を確認

経理担当者とのコメントやりとり

bi

bi

チェック結果の不明点などを会計事務所に確認bi

奉 日々の仕訳データを勘定奉行クラウドに登録

会計データを修正bi

チェック結果と会計データを確認bi

勘定奉行クラウドから bixid に仕訳データを自動連携
※自動連携をONにすると翌日反映

bi

日々の仕訳・消費税のチェックを実行bi

月次の経営状況・進捗を確認bi

月次計画のブラッシュアップbi

チェック結果の不明点などを会計事務所に確認bi

奉 1 ヵ月分の仕訳データを勘定奉行クラウドに登録

会計データを修正bi

月次報告コメントを入力bi

チェック結果と会計データを確認bi

勘定奉行クラウドから bixid に仕訳データを自動連携
※自動連携をONにすると翌日反映

bi

試算表（大きな動きがメイン）のチェックを実行bi

詳細

X

新しい“あるべき”業務フローのかたち

企業経営陣

X

X

X

X X



(32.9%)(36.8%)

2.1%
+1,272

60％60％

62％61％

2％

2,000

(69.2%)(67.4%)

(67.1%)(63.2%) +1,030

2.1%

+52

+10.6%

変動費比率の変動による累計売上高に対するインパクト

3333

(13.5%)(14.4%)

2 503

4.9%

(9)(9)

(30)(30)

(50.2%)(56.2%)

(44.5%)(54.0%) -1,785

5.7%

+3,286
105.7%

100100

-2,986

+164

(71.1%)(79.0%)

(61.9%)(67.2%) -3,241

9.2%

6262

会計データチェック

監査：試算表チェック、仕訳・消費税チェック

監査：修正

財務状況の全体像を把握

各項目の明細情報などから
経営者と一緒に増減要因を把握

コメント機能で要因の記録と
今後の行動を記録

+3,286
105.7%
++3 2863,286
105.7%

試算表に代わる新しい報告スタイル

モニタリングを使った報告ステップ

X

X

X

XX

XX

勘定奉行クラウド勘定奉行クラウドに自動連携

経理経営支援スタイルを実現する会計  データチェックパック



自動作成機能で誰でも
計画を容易に策定できる

多彩な作成支援機能

モニタリングとの併用でより精緻な計画を実現

直接入力1 対前年比4

科目連動2 過去平均5

前年同額3 年間予算6

企業も一緒になって作成できる経営計画

(32.9%)(36.8%)

2.1%
+1,272

60％60％

62％61％

2％

2,000

(69.2%)(67.4%)

(67.1%)(63.2%) +1,030

2.1%

+52

+10.6%

3333

(13.5%)(14.4%)

2 503

4.9%

(9)(9)

(30)(30)

(50.2%)(56.2%)

(44.5%)(54.0%) -1,785

5.7%

+3,286
105.7%

100100
(71.1%)(79.0%)

(61.9%)(67.2%) -3,241

9.2%

6262

-2,986

+164

財務　太郎

10/10 16:00

10/10 16:00

お世話になっております。
先日の試算表の作成、ありがとうございました。
一点、利益が想定していたものと30万円ずれていたの
ですが、原因は何でしょうか？

財務　太郎

維新　花子

少なかったんです。

売上高累計 売上高累計

0

100

200

300

20X6/7 20X6/8 20X6/9 20X6/10 20X6/11 20X6/12 20X7/1 20X7/2 20X7/3 20X7/4 20X7/5 20X7/6

売上高部品

売上高○○

項目名 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1 月 2月 3月 4月 5月 6月 経過月累計 年計

6,262,454 6,357,903 7,052,127 7,178,071 5,989,112 6,953,121 6,970,562 6,814,163 7,544,334 7,800,349 7,269,125 84,245,345 84,245,3455

17 952 0 47 269 0 3 394 95 504 3 050 23 372 0 0 0 297 844 297 844

8,054,024

64 652

売上高

項目名 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1 月 2月 3月 4月 5月 6月 年計

450,761,113

26,160,0882,081,542 1,831,490 1,938,844 2,102,616 1,909,255 4,497,909 1,787,068 1,983,505 2,182,713 1,957,377 1,815,260 2,072,509

39,279,407 35,861,435 36,067,966 45,594,287 34,173,418 39,723,414 34,191,702 34,886,334 38,741,677 37,436,233 35,495,858 39,309,382

売上高累計 変動費 外注加工費 期首商品棚卸高

0
20X6/7 20X6/8 20X6/9 20X6/10 20X6/11 20X6/12 20X7/1 20X7/2 20X7/3 20X7/4 20X7/5 20X7/6

さらに未来会計への導線も提供可能

売上成果 【部門A】Web サイト訪問成果



bixiderになると、bixiderだけの様々な特典や専⽤機能を利⽤することができます。また、bixider⽀援サービスといった、bixiderをサポート
するサービスを受けることができます。会計データチェックパックを利⽤してクライアントとの新しい運⽤⽅法をお考えの会計事務所様
は「bixider」へのご加⼊をおススメします。

※プランにより特典が異なります。詳しくは料⾦プランをご確認ください。 ▷ https://bixid.net/acfirm/index.html#bixiderAdvantage

会計データチェックパック（1 社あたり）月額3,600円（税抜）

bixiderレポート

bixiderの会費と会員特典

通常のbixid機能にはない、⽉次レ
ポートを作成できます。クライアントに
マッチしたオリジナルレポートを定期
的に提供することが可能です。

bixiderアナウンス

bixid上でつながっている企業に対して、
bixidを通じて案内や情報発信をするこ
とができます。
事務所案内だけでなく、経営計画策定
時期や納税のタイミングに効果的な通
知をすることで、顧客接点を強化します。⽉次ダイジェスト（損益・資本・資産・キャッシュ・科⽬別・売上・変動費・固定費な

ど）、トレンド（損益・売上・変動費・固定費・売上利益Z・指標など）
※今後公開予定の機能となります。

9 10

※プランにより特典が異なります。詳しくは料⾦プランをご確認ください。 ▷ https://bixid.net/acfirm/index.html#bixiderAdvantage

※bixiderレポートは全ての料⾦プランでライトプラン以上の契約先で利⽤可能です。※2022年9⽉現在の情報です。
※最新のプランの詳細はこちら▷ https://bixid.net/acfirm/index.html#bixiderAdvantage

会計データ
チェックオプション

AIを活⽤した監査⽀援システムを企業100社に対して利⽤できます。
業務を合理化し、経営⽀援サービスを提供する体制構築をバックアップします。

企業の⽅がbixidで会計事務所を検索時にマッチング率が優遇され、より多くの新規獲得機会
を提供します。その他にも、新ビジネスモデル構築プログラムを提供します。

新たな収益獲得

無制限に企業データを登録可能となります。すべての企業にbixidを活⽤できます。
※通常は⼀般アカウントの場合は3社まで無料、以降は追加1社あたり1,000円（税抜）です。

企業データ登録が
無制限

bixiderサポート
bixiderになられた⽅は、サポートセンターへの電話・メールでテクニカルサポートを受け
ることができます。迅速な問題解決をサポートします。

専用機能 専用機能

ライトプラン  600円/月（税抜） 会計データチェックオプション  3,000円/月（税抜）

ライト

bixiderになったほうが断然お得！
会計データチェックパックを利用するなら

100社分
会計データチェック

　オプションが利用できる※

無制限に
企業データをbixidに
登録することができる

bixiderプラン
販売で

　新たな収益体制を構築できる※

bixider専用機能・特典

独自の付加価値機能を

提供可能

クライアントにオリジナルのbixiderプラン（bixiderのみが販売可
能なプラン）を販売提供することができます。
お客様独⾃の付加価値を提供し、顧客満⾜度の向上を実現します。

bixiderとは？

利用料金利用料金

税理士法人SHIP
代表税理士　鈴木 克欣 様

bixidに毎⽉の仕訳データをアップしているので、そのまま会計データチェック
はボタン1つで簡単に導⼊できました。
⾃計化先の担当者もbixidを共有しており、チェック項⽬を誰が修正するのか？
どのように修正するのか？といった連絡が会計データチェック画⾯上で完了す
るので、⾮常に便利です！

単年計画は経営者と⼀緒に作成しています。慣れたら15分ほどで作成できるの
で、その⼿軽さを体感してもらえると次から社⻑が⾃分で作るようになります。
過去の数値も計画の画⾯から簡単にチェックできるので社⻑はbixidをどんど
ん活⽤するようになります。
経営者⾃ら経営計画を何度も作ることで、1年後には必ず結果は出ます！

最新事例情報

共有会

会計事務所専⽤の情報共有会に参加できます。会計事務所の経営⽀援事例や活⽤⽅法を知
ることで、顧問先に対する⽀援サービス提供のノウハウを獲得することができます。

（専用月次報告資料） 

全てのbixider会員登録は初期費⽤が無料

bixiderスターター 
⽉次報告に付加価値を付けたい⽅へ 

主な機能 主な機能 主な機能

⽉額10,000円（税抜） ⽉額20,000円（税抜） ⽉額40,000円（税抜）

bixiderプレミアム
未来会計サービスを拡⼤したい⽅へ

報告機能（ライトプラン）：  20社

マッチングサービスの優遇：  △

サポート：  メールのみ

報告機能（ライトプラン）：  20社

未来予測（シミュレーションプラン）：  20社

会計データチェック：  100社

マッチングサービスの優遇：  ◎

bixiderプラン販売：  無制限

サポート： メール・電話

bixiderベーシック

報告機能（ライトプラン）：  20社

未来予測（シミュレーションプラン）：  5社

会計データチェック：  20社

マッチングサービスの優遇：  〇

bixiderプラン販売：  5社まで

サポート： メール・電話

未来会計サービスを 提供したい⽅へ 

bixiderとはクラウドサービス「bixid（ビサイド）」を活⽤して、今まで以上に企業に
寄り添った価値ある⽀援を⾏う団体です。

「監査業務の効率化」「⽉次報告の付加価値化」「経営⽀援の事業化」を実現し、
次世代会計事務所モデルの構築をサポートします。



bixiderbixider登録までの流れ登録までの流れ
bixider登録を⾏う⼿順をご紹介いたします。ぜひご登録いただき、会計事務所さまの⽉次報告や経営⽀援のツール
として、また、顧問先さまが⾃⽴して経営管理をするためのツールとしてご利⽤ください。

STEP

1

bixider支援サービス
bixiderのための⽀援サービスをご⽤意しております。bixidに関するご質問、操作⽅法についてわからないことが
ありましたらお気軽にご相談ください。

bixidアカウント作成
アカウントを作成すれば、フリープラン（無料）でbixidの各コンテンツの操作性と内容を確認できます。
bixidログインページにアクセスし『アカウント作成』をクリックし、メールアドレスとパスワードを
設定してアカウントの作成をしてください。
その際、所属区分は「会計事務所」を選択してください。

▼bixidは簡単な登録ですぐに使えます。今すぐ登録!

https://apps.bixid.net

検 索bixid  ログインstart＠bixid.com

メールアドレス

アカウント登録

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

パスワード

アカウント作成

お問い合わせ・ご相談はこちら

0570-00-3614
10:00〜12:00/13:00〜17:00※⼟⽇祝・会社休業⽇を除く受付時間

メールでのサポート受付は24時間365⽇受付しておりますが、弊社営業時間外のお問い合わせは、翌営業⽇以降にご回答させていただきます。
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https://bixid.net/Contact/

メールアドレス

WEBサイトから

info@yk-planning.com

その他
有償サービス

など
WEB研修 WEB動画の

配信
メール
サポート

電話
サポート

会計データを登録してbixidの機能をチェック！
bixider登録後すぐにbixider機能をご利⽤できます。
実際の会計データをbixidに登録して、「会計データチェックオプション」などbixider機能をご活⽤く
ださい。

STEP

3

X1 X2

X1 X1 X1 X1 X1 X1 X1 X1 X1 X2 X2 X2

STEP

2
bixiderの登録
作成したbixidアカウント(レギュラー)でbixidにログインした後、 bixider登録を進めていきます。

bixidにログインし、プロフィールから「会計事務所情報の設定」
に⼊ります。『bixid公認事務所になる』をクリックして「公認
申請フォーム」に移動します。

公認申請の事務所情報を⼊⼒するとともに、「bixider登録申請」
の項⽬でbixider会員の種類やお⽀払いカード情報を登録して
ください。

bixider登録申請1

⼊⼒内容を確認後、画⾯下の『申請する』ボタンより申請を
⾏ってください。

申請の承認2

bixider申請後、メールにてbixider登録への承認通知をお送りし
ます。
承認後、「bixider機能」から特典をご利⽤いただけます。
また、登録にお進みいただいた⽅限定で、bixid活⽤にお役⽴て
いただけるユーザー会にご招待いたします！

bixider登録完了3

プロフィール

税理士法人●●●

財務　太郎

会計事務所情報の設定

bixider機能bixid公認事務所になる

■■■■

■■

■■■■

会計データチェックオプション

モニタリング

資⾦ダイジェスト推移表

公認申請フォーム

■■■■

■■

■■■■

■■■■

申請する

承認されました

入力
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bixid・勘定奉行についてbixid・勘定奉行について

詳しいインタビューの
記事はこちら！

推奨設定

対応ブラウザ

・最新版 Google Chrome
・最新版 Microsoft Edge
・最新版 Mozilla Firefox
・Safari 9

・1280×768px 以上の解像度（CSS ピクセル）※  ・Cookie の保存と読取が可能であること
・JavaScript の実⾏許可があること          ・ポップアップが許可されていること

※スマートフォン等の物理的な画⾯のサイズに対して⾼解度の端末ではスケーリングという疑似的に画⾯の解
像度を⼩さくみせる動作をします。この場合、画⾯の解像度が上記要件を満たしたとしても、正しく表⽰され
ない場合があります。

bixid動作環境

圧倒的な品質と業務スピードにより、
顧問先との関係性をより強くするクラウド会計システム

bixid ユーザー様の声

bixidに関するお問い合わせはこちら

税理⼠法⼈ SHIP  鈴⽊様  ・  株式会社 SHIP  余合様
（愛知県豊橋市・東京都渋⾕区）

経営者だけでなくコンサル・会計事務所⽬線から⼤胆かつ
きめ細やかに管理会計が可視化されています。

税理⼠法⼈⾏本事務所  藤井様
（⼭⼝県⼭⼝市）

モニタリングで変動損益をビジュアル化すると、社⻑への
説明がしやすく、未来会計へのきっかけ作りもできます。

https://bixid.net/Contact/

0570-00-3614

FAXからのお問い合わせは裏表紙をご覧ください

info@yk-planning.com
※メールでのサポート受付は24時間365⽇受付しておりますが、弊社営業
時間外のお問い合わせは、翌営業⽇以降にご回答させていただきます。

セブンセンスグループ静岡オフィス  ⼭⼝様・⼩⻑⾕様
（静岡県静岡市）

bixid で可能になる試算表のデジタル納品という慣習は、
ペーパーレス化への⼤きな追い⾵となりますね。

Colorz 国際税理⼠法⼈  ⼤久保様
（東京都千代⽥区）

経営者が⾃社の数字をタイムリーに⾒られる環境作りには
bixid の仕組みがものすごくハマるんです。

株式会社スピリタスコンサルティング  野原様
（東京都⽂京区）

会計事務所の⽴ち位置が緻密に考慮されている bixid で
これまでとは⽐較にならないくらいの効率化が図れます。

圧倒的な品質と業務スピ ドにより、
顧問先との関係性をより強くするクラウ

顧問先の会計データをリアルタイムに確認しながら、
より迅速に経営のアドバイスが行えます

標準搭載されている「専⾨家ライセンス」を使って、顧問先のデー
タをリアルタイムに確認しながら的確なアドバイスが⾏えます。

デジタルデータと連携し、取引入力を自動化でき、
手入力を大幅に削減できます

インターネットバンキングのデータや、Excel ファイルを取り込むこと
で、仕訳を⾃動化できます。

確かな品質と、⽣産性の⾼い業務環境の提供により、
⼈⼿不⾜が進む専⾨家の皆さまの業務を⽀えます。

アルタイムに確認しながら的確なアドバイスが⾏え

取引⼊⼒
質問・相談
業務の依頼など

リアルタイムに
情報共有

専⾨家
ライセンス

会計事務所

チェック・修正
アドバイス
決算・申告など

仕訳伝票

バンキング
データ

Excel
データ

他システム
データ

⾃動起票

顧問先との関係をより強固なものにし、生産性を高める機能をご用意しています。

商標について… Microsoft、Azure、Excel は⽶国 Microsoft Corporation の⽶国およびその他の国における商標または登録商標です。

商標について… Google Chromeは、Google LLC の商標です。Microsoft Edgeはマイクロソフト企業グループの商標です。Mozilla、Firefoxは、Mozilla Foundationの⽶国および
その他の国における商標または登録商標です。Safariは、⽶国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。JavaScriptは、オラクルおよびその関連会社の登録商標です。
その他の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

他にも豊富な機能や商品ラインナップを
ご⽤意しています。
詳しくは Web サイトをご確認ください。

電⼦申告完全対応。勘定奉⾏クラウドとリアルタイムに
連携し、申告書作成業務の⼿作業を⼤幅に削減します。

勘定奉⾏クラウドと連携することで、勘定科⽬内訳明細
書・概況書の作成を⾃動化します。

固定資産管理業務の実務に細やかに対応し、クラウドの
⼒で業務⽣産性を⾼めることができます。

電⼦申告

⾏
況

固定資産
⼒で業務

勘定奉⾏
書 概況

連携し、

勘定奉⾏
書・概況

固定資産 https://www.obc.co.jp/bugyo-cloud

その他の奉行クラウドラインナップ

顧問先企業

BANK

安心・安全に使える

世界トップレベルのセキュリティ
クラウドなのに処理スピードがはやい

高速処理を実現するクラウド基盤

お客様の規模に合わせて使える

企業規模に合わせたラインナップ
より多くのお客様とつながる

専用アプリによる顧問先の一元管理※

世界トップレベルのセキュリティを誇るマ
イクロソフト社の「Microsoft Azure」で管
理・運⽤し、お客様の⼤切なデータを守り
ます。

中堅・上場企業から、中⼩・零細企業まで、
幅広いお客様に対応できる豊富なライン
ナップをご⽤意しており、お客様の規模に
応じて最適なシステムを選択できます。

顧問先データを⼀元管理し、専⾨家の皆さま
の⽣産性向上をサポートする専⽤サービスメ
ニュー（BPO モデル）をご提供しています。

※BPO パートナーシップにご加⼊いただく必要があります。詳しくは
Webサイトをご確認ください。  ▶ https://www.obc.co.jp/landing/bpo

オンプレミスと同等の操作性で、⾼速処理
を実現する「WPF※」の採⽤により、クラ
ウドとは思えない業務スピードを実現して
います。

Ｅ
Ｊ

Ａ

累計63 万社の企業、1,000 事業所を超える会計事務所・税理⼠事務所に導⼊いただいている奉⾏シリーズの品質を、そのまま完全 SaaS型
のクラウド環境でご利⽤いただくことができ、顧問先とリアルタイムに連携しながら安⼼・安全に使える業務環境をご提供します。

奉行クラウドの業務環境について

※ Windows Presentation Foundation

⾃

受付時間 ▶10:00〜12:00 / 13:00〜17:00 ※⼟⽇祝・会社休業⽇を除く
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