
最新の
基幹業務システム

充実した
教育ツール

体系化した
教育カリキュラム

検定試験さながらの
模擬試験システム

革新的な実務教育が始まります
ビジネス界が必要とするスキルスタンダードを開発

i10対応2023年度版／
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OB新学期は、教育機関向けの支援制度です。
OB新学期にご登録いただくと模擬試験システムおよび、4つの基幹業務システム
（製品版、年間ライセンス契約）を安価でご利用いただけます。

各級のテキストや問題集は、実教出版
よりご購入いただけます。また、指導書
（PDF）もあわせてご用意いたしました。

OBC
Innovation
Support 
Program  

3　

級

2　

級

1　

級

実教出版

学習教材だけでなく、教育支援制度もあわせてご用意しました。教育界とOBCによる産学協同プロジェクトが、「ビジネス界が必要とするスキルスタンダード」を徹底分析し、

教育界の現状にあわせた体系的な教育プログラムを開発しました。

OB新学期は、3レベルのキャリア開発プログラムと実務を再現した教育ツール、最新基幹業務システム、

日商 電子会計実務検定試験対策をトータルでご提供する教育機関向けビジネスキャリア開発ソリューションです。

業務オペレーションと制度・理論を3つのカテゴリーで構成

企業の基幹業務を知り尽くしたOBCと教育界が協業することにより、検定試験合格はもとより、近い将来ビジネス現場で、確実に

成果を発揮できるスキルを開発します。 OB新学期のカリキュラムマトリックスは、ITビジネススキルや財務会計システムを中心とし

た基幹業務全般の学習が可能です。

産学協同プロジェクトならではの優れたビジネスキャリア開発カリキュラム

日商 電子会計実務検定
公式テキスト・問題集

日商 電子会計実務検定
模擬試験システム

独自開発の
模擬試験システム充実した学習教材

実教出版

1ライセンス
￥3,300  税込

※1（勘定奉行i10 エデュケーション版）：教育を目的とした限定バージョンです。 3級テキストにのみ付属し、2級には付属していません。
　　また本ソフトウェアでは、日商電子会計実務検定試験は受験できません。 あらかじめご了承ください。　

すぐに
スタート

さらに
登録すると

※1級は開発予定

奉行シリーズ 
エデュケーションライセンス

● 販売業務と
  販売管理ソフト
● 仕入業務と
  仕入管理ソフト

● 販売業務の流れ
● 仕入業務の流れ

● 債権債務管理
● POSシステムの発達
● 会計ソフトとの連携
● 営業活動と関連法規

● 企業のしくみと業務管理
● 製造業のしくみと
　原価情報の活用
● 会計実務中級

● 簿記と電子会計
● 会計ソフトの基本操作
● 会計実務初級
● 月次決算

● 電子帳簿保存・
　電子申告・電子納税
● 会計実務上級
● キャッシュ・フロー計算書

● 現状分析と経営計画
● 資金繰り（見積・実績）
● 手形管理ソフト、
固定資産管理ソフトの活用

● 電子会計データの活用
● 企業会計以外の会計

● 労働基準法と関連法規
● 就業規則と給与規定
● 給与計算の概要
● 就業管理、
  人事管理ソフトの活用

● 給与計算項目の内容

● 保険料・税金等の
  計算と納付
● 年末調整実務
● 会計ソフトとの連携

■カリキュラムマトリックス／

販売・仕入・在庫管理システム 財務会計システム 給与計算システム

学  習  教  材 基幹業務システム検定試験対策

電子会計をはじめ情報処理システムの

相互関連性を理解し、経営管理上有効な

レポートを作成できるスキル・レベル。

1　級
会計実務上発生するさまざまな

取引についてその周辺知識を理解し

的確に処理できるスキル・レベル。

2　級
■スキルレベル

■OB新学期の特長

財務会計システムを利用して、

日常処理を正確かつ素早く

処理できるスキル・レベル。

3　級

革新的なキャリア開発プログラムを
トータルソリューションとしてご提供します

3級テキストに会計ソフト※1を付属

3級は、テキストのみ用意すれば、すぐに学習がスタート可能

日商 電子会計実務検定試験 模擬問題（2題）を収録

検定試験さながらの模擬試験システム（独自開発）が使用可能

2級の学習用に、会計ソフトを￥3,300（1ライセンス）でご提供税
込

［OB新学期］［OB新学期］ 登録制2級の学習＊と試験会場校の支援制度

＊3級の学習には、OB新学期の登録は必須ではありません。

日商 電子会計実務検定試験の各級に準拠

3級には会計ソフト※1が付属

3級

2級

3級

2級



テキストのみご用意ください。 すぐに学習をスタートできます。 
勘定奉行i10 エデュケーション版をテキストに付属しました。

日商 電子会計実務検定試験 
対策テキスト

※1：勘定奉行 i10 エデュケーション版は、教育を目的とした限定バージョンです。 3級テキストにのみ付属し、2級には付属していません。 
また本ソフトウェアでは、日商電子会計実務検定試験は受験できません。 あらかじめご了承ください。　

●判型：A4   ●頁数：168   ●ISBN：978-4-407-34993-1
●定価：2,310円（税込）

★OB新学期 3級の学習は、
　テキストをご購入いただくだけで
　すぐにスタートできます。

学  習  教  材

財務会計システム

勘勘定定奉奉行行 i1100
エデデュュケーケーシションン版版

付属付属属※※1

勘定奉行 i10
エデュケーション版

付属※1

DVD-ROM付属

※OBCホームページより
　無料でダウンロードできます。
［https://www.obc.co.jp/obcisp/］

勘定奉行i10 エデュケーション版制限事項
データのバックアップ、年度更新処理、データコン
バートは、使用できません。また、帳票印刷の際に
は、透かし（SAMPLE）があわせて印刷されます。

 指 導 書（PDF）
判型：A4／頁数：60
PDFダウンロード形式

勘定奉行エデュケーション版
勘定奉行i10  DVD-ROM

テキストを
サポートする
学習ツール

実教出版株式会社 ■ご購入・お問合せ先 ：

学習データ
学習用会計データ　
DVD-ROM

3  級

※1

付属ソフト
インストール

■導入の流れ

テキスト
購　入

学習
スタート

2Point
実務教育にこだわり、
請求書、領収書などの
リアルな証ひょう類を多用。

4Point
会計ソフトが付属して
おり、即学習スタート
が可能。

3Point
日商 電子会計実務検定試験
3級と同じレベルの
模擬問題（2題）を収録。

科目「会計実務」「総合実践」と連携した学習目標を設定

指導ポイントを明示した指導書（PDF）をWebサイトよりダウンロード可能

模擬問題（2題）を収録し検定試験対策も万全

■学習ツール

1Point
各画面や入力欄などの
詳細な説明や入力方法を
わかりやすく解説。

公 式 テ キ ス ト



O B 新 学 期

日商 電子会計実務検定試験 
対策テキスト／問題集

奉行シリーズ エデュケーションライセンス ※2

日商 電子会計実務検定模擬試験システム

財務会計ソフト「勘定奉行i10」をはじめ、「奉行シリーズ」のエデュケーションライセンスをソフトウェアライセンス単位の年間使用料モデルで
ご提供いたします。

基幹業務システム

勘定奉行i10　　 が、1ライセンス￥3,300  でご利用いただけます。標準希望小売価格 
￥407,000（税込）

模擬試験はもとより、試験の手順や問題・正答の確認がおこなえる練習モードもあわせてご用意しました。OB新学期独自開発の模擬試
験システムです。

検定試験そのままのながれをリアルに再現しました。

※2：勘定奉行i10は、日商電子会計実務検定試験の試験施行対象会計ソフトです。本エデュケーションライセンスは、試験施行が可能です。
※3：継続使用料は、原則1年単位ですが、最長5年間（1年単位）で、一括のお申し込みも可能です。 詳細はOB新学期事務局までお問合
　　 せください。

●各製品の動作環境や詳細については、OBCホームページよりご確認ください。

検定試験対策

OB新学期事務局
■お問合せ先 ：

OB新学期事務局
■お問合せ先 ：

税
込

※2：勘定奉行 i10は、日商電子会計実務検定試験の試験施行対象会計ソフトです。 本エデュケーションライセンスは、試験施行が可能です。

2級3級
2  級

※2

○学校教育法第1条に定められた学校： 　　　　
小学校・中学校・高校・短大・大学・聾唖学校・盲唖学校

○学校教育法82条の2項に定められた学校： 　　
　専修学校（専門課程・高等課程・一般課程）
○職業能力開発促進法に基づく訓練機関： 　　
　職業訓練校 
○雇用能力開発機構に属する教育訓練機関
　（委託を含む） 
○日本商工会議所ネット試験会場として認定され
　た機関および施設 

初　　年　　度

登録料 使用ライセンス料 継続使用料※3

￥66,000

ライセンス単価

￥3,300

製　品　名

「勘定奉行」
エデュケーションライセンス
※5ライセンス以上よりご使用可能

￥66,000

￥44,000

￥110,000

￥165,000

次年度以降

料　　金

税込価格

以下の教育機関が登録の対象となります。

験システムです。

3級は5題、2級は7題の
模擬問題を用意

本試験さながらの
模擬試験モード

セルフトレーニングに
最適な練習モード

■対象教育機関 ■年間使用料

■機能一覧

OB新学期登録
で受けられる
サービス 奉行シリーズの年間使用料モデル

専用サポートセンター有

テキストを
サポートする
学習ツール

★OB新学期 2級の学習には、
　勘定奉行i10の製品版最新バージョンが
　必要となります。 
　OB新学期にご登録ください。

※OBCホームページより
　無料でダウンロードできます。
［https://www.obc.co.jp/obcisp/］

 指 導 書（PDF）
判型：A4／頁数：60
PDFダウンロード形式

 問 題 集
判型：A4／頁数：164
定価：1,980円（税込）

※OBCホームページより
　無料でダウンロードできます。
［https://www.obc.co.jp/obcisp/］

 学習データ 
学習用会計データ
ダウンロード形式

  奉行シリーズ エデュケーションライセンス
インターネット検定（方式）をリアルに
再現したシステムです。検定試験対策や、
セルフトレーニングがおこなえます。

  日商電子会計実務検定試験 模擬試験システム

インストール

会計ソフト
ライセンス

■導入の流れ

テキスト
購　入

学習データ
ダウンロード

学習
スタート会計会計会計会計ソ会計ソ会計ソフ

ライセン

OB新学期
ご登録

■学習ツール

Web

［テキスト］●判型：A4   ●頁数：196   ●ISBN：978-4-407-34991-7 
●定価：2,200円（税込）

［問 題 集］●判型：A4   ●頁数：164   ●ISBN：978-4-407-34992-4 
●定価：1,980円（税込）

学  習  教  材

実教出版株式会社 ■ご購入・お問合せ先 ：

教育支援サービスが充実。 まずはOB新学期にご登録ください。
テキスト

図表やグラフ、画面イメージ
などを多用し、理論や操作を
わかりやすく解説。

問題集
テキストの各章と連動した出題で、
学習ポイントの理解を深めます。

10～50

51～100

101 以上

5～9
使用ライセンス数

模 擬 試 験 モ ード

受験者コード・パスワード入力

要

不要

要

不要

あり あり あり

あり あり あり

なし

なし

受験者情報入力 解答時間制限機能 解答状況判別機能 合否判定機能 正答表示機能

練 習 モ ー ド

受験者情報入力 解答状況確認 合否判定

試験結果表示
時間制限

公式テキスト／公式問題集



URL https://www.obc.co.jp/

■公式テキスト・問題集のご購入について

■OB新学期について

1月 1月 4月4月

■お問合せ先

■お問合せ先

※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。勘定奉行、給与奉行、商奉行、蔵奉行は（株）オービックビジネスコンサルタントの登録商標です。

2022 11 cqs

■日商 電子会計実務検定試験について ●検定試験詳細、試験会場校の要件については、
　日本商工会議所のホームページよりご確認ください。日商 電子会計実務検定試験とは、中小企業における電子会計の実践

およびこれに対応できる人材の育成に資するとともに、中小企業の会計
指針の普及・定着を図ることを目的とした検定試験です。

〒163-6029 東京都新宿区西新宿6-8-1  住友不動産新宿オークタワー

https://www.kentei.ne.jp/

ご登録は、原則として1年単位（当年4月1日より翌年3月31日）となります。 詳細はOB新学期規約にてご確認ください。

ご登録のお申込みは、OB新学期事務局で随時受付しております。

本年度前年度 次年度

本年度 申込み受付（随時） 次年度 本年度 事前申込み予約受付

次年度 更新受付本年度 更新受付

■OB新学期について
ご登録の流れ

日商 電子会計実務検定 模擬試験システム（OBC独自開発）

奉行シリーズ エデュケーションライセンス

D V D - R O M 付 属

日商 電子会計実務検定試験 対策テキスト 3  級

日商 電子会計実務検定試験 対策テキスト

日商 電子会計実務検定試験 対策問題集

2  級

2  級

OB新学期事務局 https://www.obc.co.jp/obcisp/

※送信完了後、通常1営業日以内に回答いたします。
　（土日祝祭日その他弊社指定休日を除く）

お問い合わせWebフォーム

HPより申込書・規約
ダウンロード

https://www.obc.co.jp/obcisp/
申込書のご送付

会計ソフト・請求書
お受取

登  録  料 ＋ 使用ライセンス料

ご入金
（登録完了）

無償操作
サポートID
ご通知

ご案内・請求書
お受取
継続使用料

ご入金
（更新完了）

ご案内・請求書
お受取
継続使用料

ご入金
（更新完了）

▲ https://www.obc.co.jp/obcs-contact

※送信完了後、通常1営業日以内に回答いたします。（土日祝祭日その他弊社指定休日を除く）お問い合わせWebフォーム ▲ https://www.obc.co.jp/obcs-contactOB新学期事務局

実教出版株式会社 
TEL： 03-3238-7777
本社／〒102-8377 東京都千代田区五番町5番地

FAX：03-3238-7755　
https://www.jikkyo.co.jp/

大阪支社／TEL：06-6397-2400   FAX：06-6397-2402
九州支社／TEL：092-473-1841   FAX：092-471-7529

定価2,200円（税込）

定価2,310円（税込）

定価1,980円（税込）




