
www.epson.jp/products/ac/event/conference_2020/
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「R4 Con fe rence  i n  Summer  2020」のホームページからお申し込みください。
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開 催 日

＊このカタログに記載されている内容は、2020年7月現在のものです。予告なく変更することもございますのでご了承ください。 ＊本媒体上の他者商標の帰属先は、エプソンのホームページをご確認ください。

月～金曜日（祝日、当社指定休日を除く）

本件に関するお問い合わせはこちらまで

●お求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へ。

〒160-8801 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー29階 〒392-8502  長野県諏訪市大和3-3-5

20200715

会計ソフトインフォメーション

TEL.050-3155-8170（ガイダンス番号 　番） 2020.8/5 水 6 木

円滑な資料回収を実現するWeplat データ共有サービス機
能拡張版「クラウドフォルダー」
月次チェック作業の品質向上・標準化を支援する「会計監査サー
ビス(仮称)」

資料回収業務の生産性向上や、月次チェックの標準化を
実現するクラウド新サービスを紹介します。

エプソン「R4シリーズ」をもっと活用するために役立つオンラインセミナー

オンラインセミナー

ストリーミング配信セミナー

1

進化への挑戦を止めない

会計事務所の皆様へ

エプソンのオンライン全国イベント

2 0 2 0 . 8 . 5  配信スタート!

会計事務所の“信頼とミライ”をデザインする

Designing Reliance and the future

 in Summer 2020
Conference

「R4  On l i n e  C o n f e r e n c e  i n  S umme r  2 0 2 0」は

会計事務所の新たな働き方を提案する無料オンラインイベントです。

“w i t h コロナ”を見据えた繁忙期のクラウド化や作業の自動化、

中小企業の経営力強化を支援していくための様々なコンテンツをご用意しています。

新サービス！ 月次決算早期化のためのデータ共有機能拡張版とIT会計監査

スキャン後のデータ保存からクラウドへのアップロードまでの作業フローを
パターン登録「ジョブスキャン機能」等
「R4シリーズ」用に仕訳データ化するクラウドサービス「Weplat スキャン
サービス」

スキャナーの標準機能を活かした領収書や請求書・通帳等の証憑
のデータ化・仕訳化サービスをご紹介します。

〈対象商品〉 財務 R4シリーズ

新提案！ 原紙証憑のスキャン作業自動化と
Weplat スキャンサービス

法人税の大規模法人の電子申告義務化に対応した別表拡張
給与R4シリーズ※と国税庁提供予定の年調アプリとの連動に対応

会計事務所業務の効率化を実現する機能アップ内容（予定）をご紹
介します。

進化を続ける「R4シリーズ」
会計・税務システムの今後の機能アップ予定

〈配信日時〉 8月5日（水） 10：00～8月6日（木） 24：00 配信期間中はご都合の良い時間にご視聴いただけます。

財務 R4シリーズの便利機能を知りたい 意外と知らない財務 R4 シリーズの便利機能をご紹介します。

2
〈対象商品〉 Weplat VPN モバイルサービス / Weplat クラウドサーバー

会計事務所がテレワークするには 自宅や外出先で所内と同じ業務を行うために仕組みや方法をご紹介します。

3
〈対象商品〉 Weplat データ共有サービス / 財務 R4シリーズ / 給与 R4 シリーズ 

顧問先との会計・給与データの共有 訪問することも来所してもらうことなくクラウドで安全に顧問先とコミュニケーションできる方法をご紹介します。

4
〈対象商品〉 Weplat スキャンサービス（導入事務所様向け）

出納帳から仕訳を自計化する方法 現金出納帳をスキャン・送信することで仕訳を自動作成する方法をご紹介します。

5
〈対象商品〉 財務 R4シリーズ / Weplat 自動仕訳サービス

仕訳入力作業を減らすには 財務で仕訳入力しなくても外部から簡単に取り込み入力作業を軽減できる方法をご紹介します。

6
〈対象商品〉 財務 R4シリーズ / Weplat 自動仕訳サービス

フィンテックで仕訳の自動化を始めよう 金融取引を自動仕訳化する方法や、金融機関がAPI連携に対する際の注意点について解説します。

7
〈対象商品〉 財務 R4 シリーズ / Weplat 経営支援サービス

コロナ時代の顧問先支援策 新型コロナ禍で資金繰りに悩む顧問先に、どのような資料を提供し経営を支援できるかをご紹介します。

8
〈対象商品〉 電子申告 R4

電子申告義務化に向けて 2020年4月より大法人は電子申告が義務化されました。何から対応すればよいかを分かりやすくご紹介します。

テレワークを支援するエプソンのソリューションや「R4シリーズ」の便利機能などをご紹介します。

入力作業

会計事務所中小企業
月次報告データチェック資料整理資料回収入力業務

経営支援
〈月次損益〉

会計監査
〈人に依存〉

会計監査
〈人に依存〉

財務 R4
〈自動仕訳〉

資料整理データ共有
〈R4データ〉

経営支援
〈月次損益〉

財務 R4
〈自動仕訳〉

財務応援 R4

財務応援 R4
データ共有機能拡張版

〈R4データ+
Microsoft® Office・PDFデータ等〉

インプットのデジタル化

現状

今回

（月次決算業務フロー）

※:一部シリーズは連動対象外

お申し込み
方法

イベント詳細ページは7月22日公開(予定)です。

イベント詳細ページは7月22日公開(予定)です。

LIVE配信

ストリーミング配信

8月5日（水） 11:00～11:30 / 8月6日（木） 14:30～15:00配信日時

8月5日（水）・6日（木） 10:20～10:50配信日時

8月5日（水） 11:40～12:00 / 8月6日（木） 15:10～15:30配信日時



× ×

会計事務所が支援する中小企業の課題は多岐にわたり、会計事務所のサポート領域の拡大が激化する会計事務所業界で生き
残るためのノウハウを身に着けることができるコンテンツを配信

エプソンは、会計事務所とオープン・イノベーションパートナーとの共同の取り組みにより、中小企業から”信頼”される会計事務所の“ミライ”を創造し、中小企業の経営力強化、地域創生につなげる活動を推進していきます。

銀行融資相談士研究協会 会長 株式会社スペース
ワン代表取締役。 大和銀行(現りそな銀行)に入行。
法人融資先の新規開拓業務や本店融資部での経
験もあり、2000社ほどの銀行融資に携わる。その
経験を生かして、株式会社スペースワンを立ち上げ
独立。多くの銀行融資コンサルティングのみならず、
事業再生や経営改善のアドバイスを行っている。

レッドスターコンサルティング株式会社 代表取締
役社長。税理士。会計事務所RPA研究会株式会社 
取締役。一般社団法人中小企業税務経営研究協会 
理事。税理士YouTube™チャンネル登録4000人
超。Twitter1万人フォロワー。経営融資相談士研
究協会ディレクター。銀行融資相談士研究協会ディ
レクター。平成30年、ITA大野事務所から独立し、
サン共同税理士法人と経営統合。

経営融資相談士研究協会  会長。バーチャル
YouTuber。中の人は日本政策金融公庫出身。
YouTubeチャンネル「公庫融資のエッセンス」を
運営中。

なぜ、地域金融機関との信頼づくりが重要なのか？どうしたら、事務所全体の生産性向上と職員の離職防止に向けた標準化され
た体制を作れるのか？コロナ禍で大きな環境変化が起きている今だからこそ、取り組むべき会計事務所のマネジメントの「攻めと
守り」のヒントをお届けします。

徳永 貴則氏 大野 晃氏 みつき氏

特別トークセッション Vol.1
2020年8月5日（水） 13：30～14：20

顧問先の中小企業への融資支援を成功させる秘訣とは？ 大手銀行出身コンサルタント×元公庫職員VTuber×次世代税理士
YouTuberによる特別対談！！顧問先の経営維持・拡大に必要な融資支援の成功率を上げる秘訣を、税理士目線と銀行・公庫目
線の両面からお話を伺います。

みずほ銀行にて、中小企業向け融資業務に従事。その後、株式会社ココペリを創業。地域の金融機関と連携して中小企業の経営支援を行う
プラットフォーム「Big Advance」の開発・運用や、AI（人工知能）を活用した与信モデル「FAI（ファイ）」、経営者にもっと士業を身近に！という
使命のもと、中小企業が専門家にWEB相談できる「SHARES（シェアーズ）」を開発・運営。

近藤 繁氏

いま、金融業界で何が起きているのか？「士業×金融機関」の連携による、中小企業の成長を全面的に
サポートする新たな価値提供の仕組みとは何か？全国の地域経済の活性化に向けて、どのように取り
組むのか？等をテーマに、トークセッションをお届けします。

LIVE配信

特別トークセッション Vol.2
2020年8月6日（木） 13：30～14：20

LIVE配信

顧問先・会計事務所が抱える様々な課題を解決するノウハウコンテンツ

会計事務所の“信頼とミライ”の姿が見えてくる

株式会社ココペリ

顧問先の経営支援に関する課題を解決するコンテンツ

事務所の生産性向上に関する課題を解決するコンテンツ

〈会計事務所マネジメントの攻めと守り〉 顧問先の社長が喜ぶ金融機関との「信頼」づくりと、
職員の離職防止と生産性を向上するための「仕組み」づくりの最前線とは？

公庫融資におけるポイントや注意点」や「公庫が融資審査で見ているポイント」「公庫との交渉の際に会計事務所が気を付けるべ
き点」などご紹介します。 経営融資相談士研究協会

税理士が知らないと損する　日本政策金融公庫の融資に対する7つのこと

株式会社建設ドットウェブ

新型コロナウイルスによって多くの企業が苦しめられてきました。既存の事業が立ち行かなくなってしまい、売上が大幅に落ちてし
まった。もしくは、テレワークや時差出勤などの新しい働き方に順応できない。そこで、弊社よりアフターコロナに活用できる助成
金・補助金をご紹介することで、多くの企業が抱える課題を解決するきっかけになれば思います。 株式会社ナビット

withコロナに備えて知っておくべき助成金・補助金

令和2年の税制改正は目白押しです。10月には国税庁からマイナポータルを活用した「新しい年末調整のやり方」がリリースされ
る予定です。今まで従業員から「紙」で回収していた年末調整書類を「web」を通じて情報収集することで解決する！オフィスス
テーションが“最新の”年末調整をご提案いたします。

脱”ペーパーワーク！ 年末調整をテレワークで実施する方法

テレワークを推奨されながらも、出社を余儀なくされる社員がいます。書類の回収・作成、署名・捺印など、電子化しようとしても
費用対効果を導けず、断念する企業も多いのではないでしょうか。バックオフィス専門コンサルティング30年の実績をもつエフア
ンドエムが、オフィスステーションを活用したテレワーク実現法をご提案いたします。

株式会社
名南経営コンサルティング

withコロナ！ オフィスステーション的テレワーク

大阪万博や中央新幹線で建設会社は好調です。一方でどんぶり勘定な企業も多く、成長たくましい建設会社社長へ提案できる経
営ノウハウを学び、アドバイスが実践できる学習方法を公開いたします。「中小建設会社の課題と対策」「経営改善への３つのリスト
ラ」「社員全員で取組む限界利益管理手法（人件費倍率）」「どんぶり勘定からの脱却（月次決算を簡単に行う方法）」など。

会計事務所のための建設業経営実務講座 「どんぶり勘定経営からの脱却と具体的事例紹介」

株式会社ＭＳ-Ｊａｐａｎ会計事務所の採用に詳しい株式会社MS-Japanが、アフターからウィズコロナにおいて取るべき採用戦略とコスト削減施策を、
市場動向データを用いてご案内します。

withコロナにおける会計事務所の中途採用戦略とコスト最適化

会計事務所RPA研究会株式会社
（株式会社RPAソリューションズ）

今話題のRPAとは？「EzRobot」を使ったRPA自動化事例や、RPAを導入するにあたってのポイント実例をご紹介します。

単純作業を自動化！ RPA基礎知識と会計事務所導入事例

わずか１年間の取り組みで季節業務の時間単価を１．５倍にした事務所が実践した具体策を、特に「資料回収」と「進捗管理」に
絞って大公開。

早め準備を始めましょう！ 年末調整・確定申告の“あり方改革”
“時間単価1.5倍”成功事例に学ぶ生産性向上策！

〈配信日時〉 8月5日（水）10：00～8月6日（木）24：00 お好きな時間にご覧いただけます。

※1：株式会社名南経営コンサルティングのコンテンツのみLIVE配信となりますのでご注意ください。

※1

LIVE配信&チャットQ&A対応
8月6日（木） 11:00～11:50

（株式会社ココペリ 代表取締役CEO） 

〈登壇予定者〉
●金融機関連携プラットフォーム「Big Advance」を推進する横浜信用金庫※1

●経済産業省のプロジェクトに採択され、シリコンバレーに派遣されたFintechベンチャーの株式会社ココペリ
※1：神奈川県以外の全国各地の取り組みもご紹介予定。

顧問先を応援したい会計事務所必見！ 地元で頑張る
「中小企業経営者」のための、金融機関発の戦略的IT活用の最前線とは？

〈士業×地域金融機関による連携強化のミライ〉

株式会社エフアンドエム

株式会社エフアンドエム

アフターコロナは、ネットワーク利用がビジネスで不可欠な要素となると予想されるがそれに合わせて犯罪者（サイバー攻撃
者）も増加する恐れがある。そのため、サイバーセキュリティに関わるリスクを理解し、適切な対応を打たないと時代の波から取
り残されてしまうため、今のうちに準備が重要であることをお伝えします。

コネクテッドの光と闇　ネットワークを狙うサイバー攻撃とその対策

損害保険ジャパン株式会社

ストリーミング配信


