
-1-

BSCnews -BSC通信- 夏

株式会社ビジネスソフト社ニュースレター

今号のコンテンツ

◆特集記事 …P1～2

令和時代と働き方

◆補助金情報 …P2

軽減税率対策補助金、IT導入補助金

◆今さら聞けないパソコン基礎知識 …P2

「５Ｇ（ファイブ・ジー）」編

◆働き方改革関連法・消費税改正情報、

Windowsのサポート終了情報ほか …P3

◆取扱い商品・サービスのご紹介 …P4～6

4月1日、新元号「令和」が公布され、「働き方改革関連法」

が施行されました。そして5月1日、令和時代が始まりました。

令和時代は人口減少と超高齢社会の時代になります。平成の

30年間、日本の人口は約1億2000万人台で推移していました。

しかし少子高齢化が始まり、高齢者人口の増加と生産年齢人口

（15～64歳）の減少がすすみました。これからの時代は人口

の減少もすすみ、今後20年間で人口も生産年齢人口も約20％

減少すると予測されています。 次ページへつづく

令和時代と働き方

消費税は、2015年10月の税率10％への引き上げを2017年4

月に1年半延期。 2017年4月の税率引き上げを2019年10月に

2年半延期。 2019年10月に税率10%に引き上げる方針を表明

し、 軽減税率を導入し、食品(外食・酒類を除く)は現行の8%

の税率を維持する予定だが、まだここに来ても与野党の攻防が

続いている。なのに、税務署のビデオでは、軽減税率制度を公

平に適用するために採用されるインボイス制度、正式名称「適

格請求書等保存方式」が連続して流れている。まだ先の２０２

３年１０月から実施されるものだけれど。軽減税率計算はレジ

スターにそうした機能がなければ、今までのレジでは計算でき

ないし、まして、電卓では到底無理だ。電卓も電子機器だが、

その上を行く機器が必要になる。いずれAI搭載機が自動計算す

るようになり、人はますます公平をうたい文句に複雑な仕組み

をつくりあげ、本来の目的が見えなくなるような気がする。AI、

RPA、IoTといったものが人に取って代わると、人は楽になり、

生産性が向上すると思われているようだが、果たしてそうだろ

うか？

今回も働き方改革にスポットを当てた記事建てになってはい

るけれど、もっと本質を深く考えなくてはならないのではない

だろうか。AIやRPAによる働き方改革を進めようとしている身

にとっては大きな課題である。AIやRPAを駆使するとモノづく

りの生産量は飛躍的に伸びるが、そのモノを誰が消費するのか、

AIやRPAが消費することはない。消費されないモノを作って、

生産性が上がったとは言えない。人口減少が進めばさらに消

費・需要は減少するのにである。

生産性向上とは何？

令和時代と働き方改革がスタート

2019

平成元年（1989年）

15～64歳 8575万人

65歳以上 1431万人

令和元年（2019年）

15～64歳 7544万人

65歳以上 3561万人
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☆５Ｇとは

5Gは「5th Generation」の略で、「第5世代移動通信システ

ム」を意味し、スマートフォンなどのモバイル機器の無線通信

規格です。

第5世代というからには第1～4世代があり、3Gや4Gと呼ば

れています。スマートフォンが普及し始めた約10年前は3Gで

したが、現在の主流は4Gです。世代が進むごとに通信は高速

化し、通話やメール、画像だけでなく、スマートフォンで音楽

や動画を楽しめるようになりました。

☆５Ｇはいつから？

5Gは、日本では2020年に商用サービスが始まる予定です。

米国や韓国等、今年サービスが始まった国もあります。今後は

IoT（アイ・オー・ティ＝Internet of Things＝モノのイン

ターネット）化が進みます。スマートフォンやパソコンだけで

なく、家電や自動車、ドローン、セキュリティカメラ等々、あ

らゆるモノが無線通信でインターネットに接続されます。デー

タ通信量はまだまだ増えていきます。こうしたニーズに対応す

るため、より高速な5Gが必要なのです。

「５Ｇ（ファイブ・ジー）」編

軽減税率対策補助金

●複数税率対応レジの導入支援（A型）

補助率 ：原則3/4

補助上限：レジ1台あたり20万円

商品マスタ設定等が必要な場合は上限40万円

1事業者あたり上限200万円

IT導入補助金

サービス等生産性向上IT導入支援事業

今後企業は人手不足に対応しつつ、長時間労働の是正など従

業員の就労環境の改善にも取り組まなくてはなりません。

例えば育児や介護などの家庭の事情で離職する人を減らし、

また離職した人が復帰しやすくするために、勤務場所や労働時

間を限定しない多様な働き方ができる仕組みを整えたり、ある

いは業務の見直しやITツールの活用で残業を削減したり生産性

を向上させることなど、いろいろとあります。

「働き方改革」は、労働諸法令の改正に対処することはもち

ろんですが、労働人口の減少や、育児や介護と仕事の両立など

といった課題に対応し、生産性の向上とともに多様な働き方を

選択できる社会の実現を目指していくものです。

令和時代と働き方

完了期限：2019年9月30日(月)まで

IT導入補助金サイト https://www.it-hojo.jp/軽減税率対策補助金サイト https://kzt-hojo.jp/

補助金情報

ビジネスソフト社が取り扱っている業務パッケージソフト

「奉行シリーズ（オービックビジネスコンサルタント）」は

補助金対象のITツールです。「奉行IT導入支援コンソーシム」

に参加しています。ご相談ください。

●請求書管理システムの改修等支援（C型）

補助率 ：原則3/4

補助上限：150万円 ※ハードウェアの上限は10万円

●業務の生産性向上を図るITツールの導入支援

補助対象：IT補助金対象として登録されているITツール

の導入（補助金サイトに公開されています。）

補助率 ：1/2

補助上限：450万円、補助下限：40万円

ビジネスソフト社は「C-1型 請求書管理システム指定事業者

改修・導入型」の指定事業者です。ご相談ください。

二次公募受付期間：2019年7月17日～8月23日
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「働き方改革」と「消費税改正」の無料セミナーを開催しました。

全国で法改正対策セミナーを開催中の㈱オービックビジネス

コンサルタント（OBC）を講師に招き、「働き方改革関連法」

と「消費税改正」の対策セミナーを開催いたしました。

このたびご来場くださいました皆さま、誠にありがとうござ

いました。

「働き方改革関連法」は4月に施行され、「消費税改正」も

いよいよ10月に施行されます。弊社では働き方改革や消費税改

正の実務を支援するITサービスの導入支援を行っております。

お気軽にご相談ください。

●働き方改革関連法対策／消費税改正対策セミナー in 福山（4月18日／ビッグ・ローズ）

土地家屋調査士会総会で「福太郎21」を出展しました。

広島県土地家屋調査士会総会の会場にて、弊社の土地家屋調

査士様向けのソフト「福太郎21」を出展しました。毎年参加さ

せていただいており、お客様の声をお聞きかせいただける大変

貴重な機会となっております。

広島県土地家屋調査士会の皆さま、誠にありがとうございま

した。

●第70回 広島県土地家屋調査士会総会（5月31日／ホテルセンチュリー21広島）

近況報告

2020年1月14日にマイクロソフトのサポートが終了します。

●Windows 7（パソコン用OS） ●Windows Server 2008/R2（サーバー用OS）

①時間外労働の上限規制

月45時間、年360時間（原則）

臨時的な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満、

複数月平均80時間を限度に設定する必要があります。

※大企業2019年4月1日～、中小企業2020年4月1日～

②年次有給休暇取得の義務化

毎年5日以上

※大企業、中小企業2019年4月1日～

●必要となる業務・対応

有休日の収集･管理、残業時間の集計、労働時間の記録、

勤怠状況の監視、従業員への指導など

→勤怠管理システムの導入をおすすめします。

「IT導入補助金」を活用できます。

軽減税率制度 2019年10月1日～

標準税率10%、軽減税率8%

軽減税率対象品目

・飲食料品（人の飲用又は食用に供されるもの）

※但し外食･酒類･医薬品･医薬部外品などは対象外

・新聞（週2回以上発行されるもので定期購読契約のもの）

●必要となる業務・対応

標準税率･軽減税率を使い分けて伝票起票

請求書の様式変更

・2019年10月～ 区分記載請求書等保存方式

・2023年10月～ 適格請求書等保存方式（インボイス）

→会計や販売仕入システムの改修や入替が必要です。

「軽減税率対策補助金」を活用できます。

サポートが終了するとWindowsアップデートが行われなく

なるため、セキュリティ上、たいへん危険な状態になります。

ウイルス感染や情報漏えい等のリスクが高まります。

パソコンやサーバーを買い替える場合、ご使用の業務ソフト

の入れ替えなども必要となり、費用や時間がかかりますので、

早急なご検討をおすすめいたします。

働き方改革関連法（抜粋） 消費税改正

働き方改革関連法・消費税改正情報

サポート終了情報
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ビジネスソフト社の取扱い商品・サービス
導入からアフターフォローまでサポート致します。
ビジネスソフト社にお申し付けください。

表示価格は税別です。また、セットアップ料
を別途申し受けます。価格表示のない商品は
御見積いたしますので、ご相談ください。

セキュリティ対策ソリューション

御社のセキュリティ対策、今のままで本当に大丈夫ですか？

UTM（統合脅威管理アプライアンス）

外部からの脅威と内部からの脅威、

どちらにも対応できます。

製品 PC同時接続推奨台数 無線LAN機能 参考リース料金（税別）

SAXA SS5000 Std 15台 なし 5年リース月額11,600円

SAXA SS5000 Pro 60台 あり 5年リース月額14,200円

SS5000（サクサ）

●見える化ツールで導入効果を簡単で視覚的に把握

●欧米でトップシェアのアンチウイルスエンジン採用

●ヒューリスティック検知やサンドボックスでゼロデイ攻撃対策

●メール誤送信防止機能で誤送信による情報漏えいを防止

●メールの添付ファイルの自動暗号化機能も標準搭載

「何かあってから…」では手遅れです。今すぐセキュリティを強化しましょう。

パスワード付き暗号化メール

インターネット

事務所 ルーター

パソコン

UTM

セキュリティソフト/情報漏えい対策･IT管理ツール

インターネットの
出入口に設置

外部からの
攻撃に対応

内部からの
漏洩に対応

サーバ

UTM（Unified Threat Management・統合脅威管理）

ウイルス対策、スパム対策、ファイアウォール、Webフィ

ルタリング、不正侵入防御など複数のセキュリティ対策機能

と自動アップデート機能により最新のサイバー攻撃に対応し

ます。

ＯＡ機器

●A3/A4対応デジタル複合機

●A0/A1/A2対応広幅デジタル複合機

デジタル複合機
リコー・キヤノン

◆PCサーバ PRIMERGY

◆デスクトップパソコン ESPRIMO

◆ノートパソコン LIFEBOOK

◆タブレット ARROWS Tab

サーバ・パソコン・タブレット
富士通 法人向けシリーズ

●A3/A4対応プリンター/スキャナー

●A0/A1対応大判プリンター/スキャナー

ビジネスプリンター・スキャナー
エプソン・キヤノン・PFU

セキュリティソフト
ESET（イーセット）シリーズ

日経コンピュータ顧客満足度調査2018-2019

ウイルス対策製品部門6年連続1位！

●高いウィルス検出力●軽快な動作●コストメリット

情報漏えい対策･IT資産管理ツール
LanScoap Cat（エムオーテックス）

●市場シェアNo.1！ ●金融機関で3社に1社の導入実績

●操作ログ管理,Webアクセス管理,デバイス制御,メール管理,

不正PC遮断,IT資産管理など

Office365
利用シーンの多様化に対応する、新しいOffice
Office365（マイクロソフト）

インストール版
Office

ブラウザ版
Office

メール/予定表

情報の共有 個人用ストレージ
リアルタイム

コミュニケーション

Office365 料金プラン Business（1年契約）１ユーザあたり

●Office365ProPlus/OfficeOnline/OneDrive 月額900円

●OfficeOnline/OneDrive/Exchage/SharePoint/Skype

月額540円

Office365
ProPlus/Business

Office Online Exchange Online

SharePoint Online
OneDrive for 

Business
Skype for Business 

Online

2020年1月サポート終了

WindowsServer2008/R2

Windows7
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システムインテグレーション
お客様のニーズに合わせたシステムを開発
オーダーメイドシステム開発

カスタマイズできる業務パッケージソフト
ＷinWinきゅうよ・はんばい・ざいむ

（給与計算・販売仕入管理・財務会計）

オプションサービス

WinWinきゅうよWEB給与明細オプション

・給与(賞与)明細書の電子化

勘定奉行のOBC
オービックビジネスコンサルタント

会計ソフトはピーシーエー
PCA（ピー・シー・エー）

◆奉行i10シリーズ、奉行クラウドシリーズ

商・蔵奉行（販売・仕入管理）、勘定奉行（財務会計）など

◆奉行クラウドEdgeシリーズ 労務管理、勤怠管理など

弊社はOBCアライアンスパートナーです。

◆PCA DXシリーズ、PCAクラウドシリーズ

PCA商魂・商管（販売・仕入管理）、PCA会計、PCA給与、

PCA固定資産、PCA公益法人会計など

弊社はPCAシステムインテグレーションパートナーです。

業務パッケージ（基幹業務）

美容･理容業様向けソフト
サロンアンサー （エクシードシステム）

土地家屋調査士様向け報酬額計算ソフト
福太郎21 Ver5.0.4

●報酬額計算書の作成

●見積・請求・領収書の作成

●年間集計表などの作成

ご提供価格30,000円

牛乳販売店様向け牛乳宅配管理ソフト
Milware ミルウェア

●顧客と配達を簡単登録

●品揃表を簡単印刷

●請求書も簡単発行

ご提供価格250,000円

建設業様向け原価管理システム
どっと原価ＮＥＯ（建設ドットウェブ）

●個別プロジェクト原価管理を徹底管理

●全国3,000社以上の導入実績

●会計、給与ソフトとデータ連携可能

①案件管理 → ②予算計画 → ③原価管理 → ④支払・請求

クラウド対応！タブレット対応！

●日報・担当別売上・月次集計まで一括管理

●予約表、来店時カルテ、会計伝票など

●美容･理容業専門ソフトで20年以上の実績

業務パッケージ（業種特化）

財務･経営システムのリーディング･カンパニー
ミロク情報サービス（MJS）

◆MJSLINK NX-Plusシリーズ、ACELINK NX-CEシリーズなど

（財務会計、販売管理、給与など）

◆従業員向け総合フロントクラウドサービスEdgeTrackerなど

弊社はMJS登録パートナーです。

電子フォーム作成ツール
FormPat フォームパット（トスコ）

手書き業務をタブレットで簡単電子化！
基幹システムに連携可能で業務効率アップ！

iPad/Android/Windows対応 ●電子フォーム作成

●ワークフロー

●トレサビ検索

● CSV出力

●他システム連携

●電子印作成

●内蔵カメラ連携

●手書きサイン

●OCR認識

●開発実績

販売仕入管理、財務会計、給与計算、生産管理、工程管理、

在庫管理、売上日報集計、仕入支払管理など

●導入事例「販売仕入管理＋EDI連携システム」

取引先のEDI（データ交換）サービスとの連携システムで

伝票入力が減り、入力ミスと業務時間の削減を実現
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〒720-0072 広島県福山市吉津町5番8号

TEL: 084-923-7522 FAX: 084-923-7647

URL: http://www.bscnet.co.jp

（営業内容）

■クラウドサービスの提供・サポート

■オーダーメイドソフトの開発・販売・サポート

■パッケージソフトの開発・販売・サポート

■OA機器及び流通ソフトの販売・サポート

クラウド型CRM/SFA（顧客情報管理・営業支援）

営業活動を強力に支援する、世界No.1のCRMソリューション

salesforce セールスフォース

●顧客を起点とした情報の一元化

●リアルタイムの「見える化」

●最低限の負荷で、最大限の情報を

●ノウハウの共有・蓄積

●社内コミュニケーション・コラボレーションの強化

お客様の導入成功事例はこちら

http://www.salesforce.com/jp/customers/

セールスフォース 事例 検索

顧客情報▶

・会社情報

・担当者情報

・活動予定

・活動履歴

・商談情報

・問い合わせ情報

・その他…

あらゆる顧客情報を

一元管理

全社でリアルタムに

共有

◀ダッシュボード

グラフやゲージなどを用い

て、実績や進捗などをわか

りやすく見える化

チャター▶

社内SNSで情報共有、コ

ミュニケーション

クラウド型CMS（ホームページ制作ツール）

簡単！多機能！あっと驚くCMSで簡単ホームページ作成

「みやしい」とは

●専門知識が無くても簡単操作でホームページを作成・更新できるサービスです。

●ページの追加、テキストの編集、画像の貼り替え、レイアウトの変更も思いのままです。

●ブログやメールフォーム作成、スマホサイト自動生成、スライダー機能など機能満載です。

●そのうえご利用料金は初期費用なしの月額8,000円（税別）です。

デザイン選択 パーツ配置 テキスト編集 できあがり!!

お好きなデザインを100種類

以上のテンプレートから自由

に選択！

作成の途中でも、完成した後

でも変更可能です。

各ページにコンテンツパーツ

を自由に配置！

画像系、テキスト系、表組系

等々、いろんなパーツが用意

してあります。

テキストはホームページの画

面上をクリックし、見たまま

即編集！

画像の貼り付け、差し替えも

簡単操作です。

あっという間に完成！

そのうえスマホ向けのホーム

ページは自動で生成！

難しい専門的な知識がなくて

も大丈夫です。

みやしい 検索

「使ってみたいけれど、最初からすべて作成する時間はとれない…」といったお客様には

リーズナブルな『ホームページ制作パック』をご用意しております。ぜひご相談ください。

◆ライトプラン（５ページ）…90,000円（税別）

◆スタンダードプラン（10ページ）…150,000円（税別）

詳しくはWebで！

http://miyasii.com/

30日間無料お試し受付中!!難しい知識がなくても今日から簡単ホームページ作成!!


