




















I 価格（税抜）

漕勺攀行マイナンバークラウド 一 36,000円
※

※奉行シリ ーズ連携で従業員30名まで（電子証明書ライセンス2名分を含む）の年間利用料です。
次年度以降の年間利用料は、22,500円となります。31名以上の価格はお問い合わせください。

※ご契約は、法人単位で年間契約となります。

本サ ー ビスは、給与奉行、法定調書奉行、人事奉行、給与奉行クラウド、奉行 Edge 年末調整申告書クラウド、奉行 Edge 労務管理クラウドとの連携が可

能です。連携するシリ ーズは、奉行i、奉行V ERPシリ ーズ以降です。

1 動作環境
本サ ー ビスを利用するためには、以下の機器が必要です。

■個人番号関係事務実施者が利用する端末

日本語05〈※1〉 | Windows 1 O Windows 8.1 Windows 7(Service Pack 1 以降）

対応ブラウザ〈※2〉| Internet Explorer 11 Microsoft Edge Chrome 

インタ ー ネット
接続回線〈※3〉

周辺機器等

解像度

その他

光回線を推奨〈※4〉

上記O Sに対応した、ディスプレイ ・ マウス ・ キ ーボード ・ 日本語変換システム

1366X768 以上を推奨

弊社から提供する電子証明書がインポー トされた端末だけ利用可能

■ 個人番号提出者が利用する端末

※1 ・快適にご利用いただくために、より高スペックのプロセッサ、並びにより多くのメモリを搭載した
コンピュ ーターでのご利用をおすすめします。
より安全にご利用いただくため、最新のOSでのご利用をおすすめします。また、こまめにアップ
デートしていただくことをおすすめします。
より安全にご利用いただくため、ウイルス対策ソフトを導入し、定義ファイルを最新に保つことを
おすすめします。

※2:•より安全にご利用いただくため、よりセキコアな最新ブラウザでのご利用をおすすめします。また、
こまめにアップデートしていただくことをおすすめします。
CookieおよびJavaScriptを有効にしておく必要があります。

※3: SSL128ビッ日が利用可能な環境が必要です。ファイアウォ ールが有効な環境では、アウトバウン
ド（外向け）に対してTCP 443番ポートで通信できる必要があります。プロキシサーバーをご利用
の環境では、当サー ピスヘの接続を許可するようにプロキシサーバーを構成する必要があります。

※4 十分なパフォ ーマンスを確保するために、より高速な回線をご用意いただくことをおすすめします。

※1 •快適にご利用いただくために、より高スペックのプロセッサ、並びにより多くのメモリを搭載した
Windows Windows 10 Windows 8.1 Windows 7(Service Pack 1 以降） コンピュ ーターでのご利用をおすすめします。

日本語O S 〈※1〉

対応ブラウザ〈※2〉

Mac OSX 10.10以降
．．．．． . . . . . . . . . . . .

iPhone 
iPad〈※3〉〈※4〉 iOS 7以降

Android〈※4〉 | Android 4.1以降

Windows I Internet Explorer 11 Microsoft Edge Chrome 

Mac 
．．．．． 

iPhone 
iPad 
. . . . . . . . . .

Safari 8以降 Chrome 

Safari Chrome 

より安全にご利用いただくため、最新のOSでのご利用をおすすめします。また、こまめにアップ
デートしていただくことをおすすめします。
より安全にご利用いただくため、ウイルス対策ソフトを導入し、定義ファイルを最新に保つことを
おすすめします。

※2:•より安全にご利用いただくため、よりセキコアな最新ブラウザでのご利用をおすすめします。また、
こまめにアップデートしていただくことをおすすめします。
CookieおよびJavaScriptを有効にしておく必要があります。
ご利用のブラウザによっては、一部、制限事項があります。制限事項の詳細は、下記「ご利用のブラ
ウザに依存する制限事項」をご参照ください。

※3: ご利用のOSによっては、一部、制限事項があります。制限事項の詳細は、下記「ご利用のOSIこ
依存する制限事項」をご参照ください。

※4:特定のメーカ ー｀機種ごとの動作確翠は実施しておりません。
※5: ご利用の機種によっては、Android標準ブラウザがインストールされていない場合があります。

その場合は、Chromeをインストールしてご禾l」用ください。

Android Android 4.1以降に搭裁されているAndroid標準ブラウザ〈※5〉
Chrome 

〈その他の注意事項〉
スマ ートフオンで、ドメイン指定受信や本文にURLがあるメールの受信拒否などの迷惑メール対策をしている方は、当サー ビスからのメールを受信できません。必ず、弊社ドメイン「＠□be-service.biz」を指定受信設定してくだ
さい。※設定方法については、各携帯会社のサイト等でご確認ください。

ご利用のOSに依存する制限事項

O S  

iOS 8.0 

制限があるメニュ ー I 制限事項

メニュ ー 全般 I 画面全般で、視覚効果が一部無効化されます。

ご利用のブラウザに依存する制限事項

ブラウザ 制限があるメニュ ー 制限事項

Chrome ログイン画面 利用ガイド（提出者向け）と操作説明動画が

(iOSの場合） 個人番号提出 ダウンロードできない場合があります。
その場合は、Safarlをお使いください。

Android 4.1以降に デバイスによっては、画像が添付できません。搭載されている 個人番号提出
Android標準ブラウザ その場合は、Chromeをお使いください。

本サ ー ビスに関するご質問については、下記の窓口までお気軽にお問い合わせください。

翌ば甘函 0120-121-25010:00~12:00113:00~11:oo （土曜 ・ 日曜·祝日 ・ 当社休業日を除く）

嗣藷靡才ービックビジネスコンサルタント
URL https://www.obc.co.jp 

〈東 京〉〒163-6032 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 TEL.03(3342)1880(代） FAA.03 (3342) 187 4 
〈 札 幌〉〒060-0003 札幌市中央区北三条西4-1-1 日本生命札幌ビル1OF TEL.011 (221)8850(代） FAA.011 (221)7310 
〈仙 台〉〒980-0811 仙台市青葉区 一番町1-9-1仙台トラストタワー20F TEL.022(215)7550(代） FAX.022(215)7558 
〈関 東〉〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町1-11-20大宮JPビルディング12F TEL.048(657)3426(代） FAX.048(645)2424 
〈横 浜〉〒220-0011 横浜市西区高島1-1-2横浜三井ビルディング15F TEL.045(227)6470(代） FAA.045 (227) 6440 
〈 静 岡〉〒420-0857 静岡市葵区御幸町11-30エクセルワード静岡ピルSF TEL.054(254)5966(代） FAA.054(254)5933 
〈金 沢〉〒920-0853 金沢市本町1-5-2リファーレSF TEL.076 (265) 5411 (代） FAA.076 (265) 7068 
〈名古屋〉〒450-6325 名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋25F TEL.052(589)8930(代） FAA.052(589)8939 
〈大 阪〉〒530-0018 大阪市北区小松原町2-4大阪宮国生命ピル23F TEL.06(6367) 1101 (代） FAX.06(6367) 1102 
〈広 島〉〒730-0031 広島市中区紙屋町1-2-22広島トランヴェールビルディング4F TEL.082(544)2430（代） FAX.082(541)2431 
〈福 岡〉〒812-0039 福岡市博多区冷泉町2-1博多祇園M-SQUARE 9F TEL.092(263)6091（代） FA;く．092(263) 6099 

販売代理店

※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。※給与奉行、法定調書奉行、人事奉
行、奉行クラウド、奉行シリーズは、株式会社オーピックビジネスコンサルタントの商標または登緑商標です。※Microsoft
Azureは、米国Mic『osoft Co『porationの、米国、日本およびその他の国における登緑商標です。※Microsoft Azureのセ
キュリティの詳細についてはマイクロソフト社のWebサイトでご確認ください。
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〒891-0131  鹿児島県鹿児島市谷山港1-3-48 
TEL：099-284-2016　 FAX：099-284-2017 
URL：https://www.sys-media.co.jp
MAIL：info@sys-media.co.jp


