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TEL：06-6311-3690　FAX：06-6311-3695

〒730-0017
広島県広島市中区鉄砲町10-12　広島鉄砲町ビルディング9F
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ミロク会計人会は
株式会社ミロク情報サービスと共に
企業経営をサポートします。
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ミロク会計人会は、株式会社ミロク情報サービス（以下MJS）のシステムをご利用の
税理士・公認会計士の先生方で組織された職業会計人の任意団体です。
会員の社会的地位の向上、経営基盤の強化と
顧問先企業の発展に貢献することを方針として活動しています。
ミロク会計人会とMJSはまさに車の両輪。相互の発展をエネルギー源として、
共に職業会計人の業務改善と職域拡大を目指します。

職業会計人の業務改善と顧問先企業の
経営改善を目指すミロク会計人会

ミロク会計人会はMJSと共に会計事務所と中小企業の未来を考えます

ミロク会計人会の事業と活動
本会は、下記各号による本会が決定した諸施策に関し、
MJSと協議をなし、これの実現を図る。

会員の社会的地位の向上並びに会員事務所の合理化と業務の拡大による経営基盤強化に対する連絡・助言

会員のためのコンピュータ・システム及びサービスの開発・改善の意見統一とその普及推進

会員並びにその補助者に対する各種研修・教育の実施

業界ネットワークの構築と事業提携による商品の開発・提供

機関誌の監修及び、各種情報コンテンツの開発・提供

会員事務所と顧問先企業の発展に寄与する経営システム・経営ノウハウの研究と開発に関する提言

連合会・各委員会の広報活動

会員相互間の親睦と福祉のために必要な事業

その他本会の目的を達成するために
必要な事業
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ミロク会計人会連合会

会長　金子　秀夫

株式会社ミロク情報サービス
代表取締役社長
最高経営責任者

是枝　周樹
　ミロク会計人会連合会の会長を仰せつかっている金子秀夫で
ございます。一言ご挨拶申し上げます。
　ミロク会計人会連合会は、発足以来40有余年の歳月を重ね、
現在では全国に11の単位会を有する職業会計人の団体です。
ここに集う個々の会員の共通の目的は、MJSの提供するソフトウェア
並びにハードウェアを駆使して、顧客である中小企業の多面的な
ニーズに応え、共に発展していくところにあります。
　そのため、顧客に寄り添い、共に経営努力をする中で、システムの
新設や改善が求められることがあります。私達はそのような要請に
応えるべくシステム開発の専門部門を設け、いち早くMJSとの連携
を計り、会員事務所が顧客へ提供する業務の強化に意を尽くして
いるところであります。
　また、顧客である中小企業の業種、業態、規模などは様々ですが、
そこに適時、的確な情報の提供と対応策の提案がなければいけま
せん。そのためのスキルアップ、業務情報の交換、対応策の検討な
ど、実務に直結した研修、研究をきめ細かく行っております。
　さらに、保険を活用した将来設計や節税対策、企業間のM＆Aも
手掛けてまいりますので、中小企業の経営発展に特化した職業会
計人の全国組織として存在感を示して行きたいと存じます。
　経済のグローバル化の中で、中小企業もそれを支える職業会計
人も、孤立してはなりません。大きく結集してこそ、生き残り発展する
ことができるのです。是非、ミロク会計人会に集い、実益を受け、
職業基盤をより強固なものにしてまいりましょう。

　昨今の会計事務所の経営環境は、各種法改正や規制改革、IT
の進展、さらには顧問先企業からのニーズの多様化により、ますます
複雑化しております。このような変化の激しい時代に、経営・税務の
プロフェッショナルとして、所長先生方が顧問先企業を健全な成長
へ導いていくためには、事務所全体の継続的なレベルアップが必要
となります。
　当社は設立以来、ミロク会計人会と共に会計事務所とその顧問
先企業の発展、繁栄を支援してまいりました。
　現在、「MJS税経システム研究所」において、大学教授や士業の
方 を々はじめとする専門家を顧問・客員研究員として招聘し、税務･
商事法・会計・経営システムに関する研究活動を行い多彩な情報
コンテンツを提供しております。また、ミロク会計人会主催のセミ
ナーや研修会に専門講師を出講するなど、ミロク会計人会と協力
して、会員会計事務所の所長・職員の皆様の啓発・育成教育活動
に努めております。
　今後も、ミロク会計人会がエヌエヌ生命保険株式会社との業務
提携や、当社のグループ会社である株式会社MJS M&Aパート
ナーズ（mmap）との協業を通じて会員サービスの充実を図ると
ともに、より一層、会計事務所業界全体の発展に貢献されることを
期待しております。当社におきましてもミロク会計人会と車の両輪の
ごとく、会計事務所業界の発展、さらには顧問先企業の繁栄に寄与
できるよう最大限のご支援をしてまいります。

ミロク会計人会と
ミロク情報サービスは車の両輪です
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ミロク会計人会の活動内容をタイムリーにお知らせするホーム
ページです。会員限定のコンテンツや単位会ごとの活動報告を
随時更新しています。
『ACELINK NX-Pro』のホーム画面から簡単にアクセスできます。
https://www.mirokukai.ne.jp/

全国統一研修会

機関誌『税理士事務所CHANNEL』

ミロク会計人会ホームページ
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●北海道会

●東北会

●関東信越会

●東京会

●中部会

●近畿会
●四国会

●北陸会

●中国会

●沖縄会

●九州会

創刊は1981年４月。広報委員会が監修し、
月刊で発行しています。
会計人に役立つ情報・会員事務所・
顧問先企業・ご当地自慢などを
掲載しています。

会員の皆様の業務改善とコミュニケーション促進のために様々な活動を行っています

全国ミロク会計人会協議会創立
村上 孝夫 氏が協議会会長就任
｢北海道会｣｢東北会｣｢関東会｣｢信越会｣
｢東京会｣｢北陸会｣｢中部会｣｢大阪会｣
｢中国会｣｢九州会｣を設立

第1回全国統一研修会／福井で開催
｢四国会｣を設立
機関誌｢ミロク会計人｣創刊
全国システム開発委員会開催

高島 偉臣 氏が協議会会長に就任

｢ミロク会計人会協議会｣から
｢ミロク会計人会連合会｣に名称変更
｢関東会」と「信越会」が併合し｢関東会｣に名称変更

機関誌『税理士事務所CHANNEL』創刊

｢大阪会」が「近畿会」に名称変更

｢沖縄ＭＪＳ会計人会」が発足

｢沖縄会」が正式に連合会に加盟

｢関東会」を「関東信越会」に名称変更

永松 繁雄 氏が連合会会長に就任

連合会活性化の改革案が上程され可決
6委員会｢総務委員会｣｢システム開発委員会｣
｢ネットワーク構築推進委員会｣｢機関誌編集委員会｣
｢研修委員会｣｢情報開発委員会｣が発足し、
各委員会活動開始

池田 守 氏が連合会会長に就任

｢機関誌編集委員会｣が｢広報委員会｣に名称変更
｢ネットワーク構築推進委員会｣と｢情報開発委員会｣を
統合し｢情報ネットワーク委員会｣を設置

平川 忠雄 氏が連合会会長に就任

エヌエヌ生命保険株式会社
（旧アイエヌジー生命保険株式会社）と業務提携

ミロク会計人会ロゴマークを制定

ミロク会計人会会旗制作

金子 秀夫 氏が連合会会長に就任
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ミロク会計人会の歩みミロク会計人会の組織体制

●会員事務所の優位性を
　実現するためのコンピュ
　ータ・システム改善提案
　に関する事項
●単位会会員の為のコン
　ピュータ・システム開発
　に対する意見集約に関
　する事項
●会員事務所及び顧問先
　企業の発展に寄与する
　経営システム・経営ノウ
　ハウの研究・開発に関す
　る事項
●会計事務所及び顧問先
　企業において活用すべ
　き最新情報技術の調査
　・研究・開発に関する事項

●会計事務所のサービスと
　インフラ構築のあり方につ
　いての調査・研究に関する
　事項
●ネットワークのインフラ構
　築とセキュリティ対策の調
　査研究及び実施に関する
　事項
●高度情報化社会におけ
　る会計事務所のサービ
　スのあり方についての調
　査研究に関する事項
●ネットワーク社会におけ
　る会計事務所のサービ
　スのあり方についての調
　査研究に関する事項
●会計事務所の業務改善
　に関する調査・研究

●対外広報活動を活発に
　し、全国的な知名度を高
　め、会員の増強を図り、
　連合会活動を活性化す
　る活動に関する事項
　①会計人会ホームペー
　ジの監修と運営に関す
　る事項
　②会計人会案内パンフ
　レットの作成･監修に関
　する事項
③機関誌『税理士事務所
CHANNEL』の監修と発
行に関する事項
④機関誌の編集方針に
関する事項
⑤業界誌とのネットワー
ク構築に関する事項

●研修の企画・立案に関
　する事項
●単位会研修のテーマ研
　究に関する事項
●システム運用研修に関
　する事項
●研修ガイドラインの編
　集に関する事項
●研修教材の開発に関す
　る事項

●会則、諸規定の立案・改
　定等に関する事項
●連合会、委員会の連絡
　調整
●各委員会の所管事項の
　調整と単位会活動の調
　整に関する事項
●本会及び各委員会の事
　業計画のまとめと同予算
　の作成・調整・決算に関
　する事項
●会員普及、会員の親睦と
　福祉に関する事項
●事務局に関する事項
●諸会議に関する事項
●収益事業に関する事項
●他の委員会の所管事項
　に属さない事項

総務委員会 システム開発委員会 情報ネットワーク委員会 広報委員会 研修委員会

副会長

正副会長会 理事会

5委員会

総　会

会　長

審議機関監　事

顧　問

全国11の単位会

全国の職業会計人とその顧問先企業が集い、研鑽と親睦を
深める一大イベント“全国統一研修会”を毎年開催しています。

毎年約1000名の参加者が集まり、盛大に行われます。
11単位会が交代で担当開催地となり、著名人による講演を
メインに会計事務所向け、顧問先企業経営者向けの分科会・懇
親パーティーを開催しています。翌日には懇親ゴルフ大会、開
催地の名勝旧跡を巡る記念旅行も催行し、全国の会員同士の
親睦を深める一助となっています。



ミロク会計人会の活動内容をタイムリーにお知らせするホーム
ページです。会員限定のコンテンツや単位会ごとの活動報告を
随時更新しています。
『ACELINK NX-Pro』のホーム画面から簡単にアクセスできます。
https://www.mirokukai.ne.jp/

全国統一研修会

機関誌『税理士事務所CHANNEL』

ミロク会計人会ホームページ
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●北海道会

●東北会

●関東信越会

●東京会

●中部会

●近畿会
●四国会

●北陸会

●中国会

●沖縄会

●九州会

創刊は1981年４月。広報委員会が監修し、
月刊で発行しています。
会計人に役立つ情報・会員事務所・
顧問先企業・ご当地自慢などを
掲載しています。

会員の皆様の業務改善とコミュニケーション促進のために様々な活動を行っています

全国ミロク会計人会協議会創立
村上 孝夫 氏が協議会会長就任
｢北海道会｣｢東北会｣｢関東会｣｢信越会｣
｢東京会｣｢北陸会｣｢中部会｣｢大阪会｣
｢中国会｣｢九州会｣を設立

第1回全国統一研修会／福井で開催
｢四国会｣を設立
機関誌｢ミロク会計人｣創刊
全国システム開発委員会開催

高島 偉臣 氏が協議会会長に就任

｢ミロク会計人会協議会｣から
｢ミロク会計人会連合会｣に名称変更
｢関東会」と「信越会」が併合し｢関東会｣に名称変更

機関誌『税理士事務所CHANNEL』創刊

｢大阪会」が「近畿会」に名称変更

｢沖縄ＭＪＳ会計人会」が発足

｢沖縄会」が正式に連合会に加盟

｢関東会」を「関東信越会」に名称変更

永松 繁雄 氏が連合会会長に就任

連合会活性化の改革案が上程され可決
6委員会｢総務委員会｣｢システム開発委員会｣
｢ネットワーク構築推進委員会｣｢機関誌編集委員会｣
｢研修委員会｣｢情報開発委員会｣が発足し、
各委員会活動開始

池田 守 氏が連合会会長に就任

｢機関誌編集委員会｣が｢広報委員会｣に名称変更
｢ネットワーク構築推進委員会｣と｢情報開発委員会｣を
統合し｢情報ネットワーク委員会｣を設置

平川 忠雄 氏が連合会会長に就任

エヌエヌ生命保険株式会社
（旧アイエヌジー生命保険株式会社）と業務提携

ミロク会計人会ロゴマークを制定

ミロク会計人会会旗制作

金子 秀夫 氏が連合会会長に就任

1975
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ミロク会計人会の歩みミロク会計人会の組織体制

●会員事務所の優位性を
　実現するためのコンピュ
　ータ・システム改善提案
　に関する事項
●単位会会員の為のコン
　ピュータ・システム開発
　に対する意見集約に関
　する事項
●会員事務所及び顧問先
　企業の発展に寄与する
　経営システム・経営ノウ
　ハウの研究・開発に関す
　る事項
●会計事務所及び顧問先
　企業において活用すべ
　き最新情報技術の調査
　・研究・開発に関する事項

●会計事務所のサービスと
　インフラ構築のあり方につ
　いての調査・研究に関する
　事項
●ネットワークのインフラ構
　築とセキュリティ対策の調
　査研究及び実施に関する
　事項
●高度情報化社会におけ
　る会計事務所のサービ
　スのあり方についての調
　査研究に関する事項
●ネットワーク社会におけ
　る会計事務所のサービ
　スのあり方についての調
　査研究に関する事項
●会計事務所の業務改善
　に関する調査・研究

●対外広報活動を活発に
　し、全国的な知名度を高
　め、会員の増強を図り、
　連合会活動を活性化す
　る活動に関する事項
　①会計人会ホームペー
　ジの監修と運営に関す
　る事項
　②会計人会案内パンフ
　レットの作成･監修に関
　する事項
③機関誌『税理士事務所
CHANNEL』の監修と発
行に関する事項
④機関誌の編集方針に
関する事項
⑤業界誌とのネットワー
ク構築に関する事項

●研修の企画・立案に関
　する事項
●単位会研修のテーマ研
　究に関する事項
●システム運用研修に関
　する事項
●研修ガイドラインの編
　集に関する事項
●研修教材の開発に関す
　る事項

●会則、諸規定の立案・改
　定等に関する事項
●連合会、委員会の連絡
　調整
●各委員会の所管事項の
　調整と単位会活動の調
　整に関する事項
●本会及び各委員会の事
　業計画のまとめと同予算
　の作成・調整・決算に関
　する事項
●会員普及、会員の親睦と
　福祉に関する事項
●事務局に関する事項
●諸会議に関する事項
●収益事業に関する事項
●他の委員会の所管事項
　に属さない事項

総務委員会 システム開発委員会 情報ネットワーク委員会 広報委員会 研修委員会

副会長

正副会長会 理事会

5委員会

総　会

会　長

審議機関監　事

顧　問

全国11の単位会

全国の職業会計人とその顧問先企業が集い、研鑽と親睦を
深める一大イベント“全国統一研修会”を毎年開催しています。

毎年約1000名の参加者が集まり、盛大に行われます。
11単位会が交代で担当開催地となり、著名人による講演を
メインに会計事務所向け、顧問先企業経営者向けの分科会・懇
親パーティーを開催しています。翌日には懇親ゴルフ大会、開
催地の名勝旧跡を巡る記念旅行も催行し、全国の会員同士の
親睦を深める一助となっています。



ミロク会計人会は業務提携先との協業を通じて、会員メリットの向上並びに会計事務所の
職域の拡大を図ると共に、顧問先企業の経営支援の拡充を図ります。
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ミロク会計人会会員の特典・メリット ミロク会計人会が提供する協業によるメリット

※『ACELINK NX-Pro』『ミリョク！ホームページ作成サービス』は株式会社ミロク情報サービスの商標または登録商標です。
　その他、記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。

1

2

3

4

5

6

3

MJSの『ミリョク！ホームページ作成サービス』を利用し、
ミロク会計人会とMJSのバナーを貼っていただくと、
M-mart（MJSのサプライ商品購入サイト）で利用いただ
ける2,000円分のM-martポイントを毎月プレゼントいた
します。本サービスは、会員事務所のホームページ作成を
支援すると共に、ミロク会計人会及びMJSの認知度向上
を図るものです。「これからホームページを新設したい」、
「既にホームページを開設しているが、より充実させたい」
という方は、MJSにお問い合わせください。

バナー貼付で、毎月2,000円分の
M-martポイントをプレゼント！！※

名刺一枚の内容でかんたんに魅力的なホームページが完成！

※本特典の対象サービスは、『ミリョク！ホームページ作成サービスStandard』と『ミリョク！ホームページ作成サービスPremium』です。 
　『ミリョク！ホームページ作成サービスLite』は対象外です。また、バナーとはマークを押すだけでサイトにリンクする看板広告です。

1

2

https://www.mmap.co.jp

認定研修会・実務研修会などを会員特別料金で受講できる

会員事務所向けスキルアップのための実践研修を実施

ミロク会計人会のシステム開発委員会を通して、ＭＪＳへシステム改善要望を出せる

ミロク会計人会紹介手数料制度を通し、MJSと共に顧問先企業の経営支援

ミロク会計人会ホームページ「会員の部屋」にアクセスし、事務所経営などに役立つ情報の
ダウンロードや会員限定で利用できる掲示板を使い、会員同士の情報交換ができる

同じＭＪＳのシステムを使う会計事務所同士の情報交換・人的ネットワーク構築の拡大

業務提携先であるエヌエヌ生命保険株式会社が無償で提供する、『リスク分析シミュレーション』
ソフトをMJS会計ソフトの財務データと連動させ、簡単に顧問先企業のリスク分析ができる

MJSの『ミリョク！ホームページ作成サービス』会員限定特典

株式会社MJS M&Aパートナーズ（mmap=エムマップ）との業務提携によるメリット

ミロク会計人会の活動内容をタイムリーにお知らせするホームページです。会員限定のコンテンツや単位会ごとの活動報告を随時
更新しています。『ACELINK NX-Pro』のホーム画面から簡単にアクセスできます。

ミロク会計人会ホームページ

https://www.mirokukai.ne.jp/

※このソフトは、ミロク会計人会とエヌエヌ生命保険（株）との業務提携により開発されたソフトです。
※『リスク分析シミュレーション』ソフトをご希望の会員事務所は、各単位会事務局にお問い合わせください。

https://www.mirokukai.ne.jp/news/2016/08/201541-mjs-5.html

MJSのグループ会社、（株）MJS M&Aパートナーズ（以下mmap）
との業務提携で会員事務所顧問先企業のスムーズな事業承継・事
業再生をサポートします。ｍｍａｐは会員先生方の良きパートナーと
して、その手法を共に提案し、顧問先企業の経営支援を行います。

顧問先企業のリスク対策・資金繰りの悩みに対する提案として、事業
保険という選択肢があります。
ミロク会計人会は、エヌエヌ生命保険（株）との業務提携により、顧問
先企業の経営の安定や成長を目指すためのソフト、『リスク分析シ
ミュレーション』をご希望の会員事務所に無償で提供しています。
ＭＪＳ会計ソフトの決算データと連動するので、簡単な操作で顧問先
企業のリスクを分析し、必要な対策の提案に繫げることができます。
是非、ご活用ください。

全国の会計事務所の所長・職員の皆様向けの研修プログラムです。MJS税経システム
研究所の顧問・客員研究員などが講師を務める、各種専門分野における研修を全国各地
で開催しています。先生方の研修単位取得をサポートする税理士会認定研修の他、FP
継続教育の認定研修も多数開催しています。ミロク会計人会会員は、この研修を会員
特別料金で受講できます。

人的ネットワークは何よりの財産。
同じＭＪＳシステムを使う仲間同士、自然と意気投合。
忘年会・新年会などをはじめとした懇親会やゴルフ大会・旅行などを
定期的に企画しています。

会員事務所内のスキルアップを目的とした「消費税」、「法人税」、「財産評価」の研修カリ
キュラムです。研修委員会とMJSが共同作成した、税法の概説を交えたユーザー視点で
作成されたシステムマニュアルを利用して、会員が講師となり先生だけではなく職員の
方も参加できる実践研修を実施しています。

MJSシステムへの改善要望を”会員の声”としてシステム開発委員会を通して提案でき
ます。会員の声がＭＪＳのシステムを変えていきます。また、ミロク会計人会ホームページ
『会員の部屋』で実際の要望が反映された機能一覧を閲覧することができ、追加された
便利な機能をわかりやすく確認できます。

ミロク会計人会会員が新規顧客を紹介（事務所・顧問先企業）し、MJSの基本ソフト（会計・
財務・販売・給与）をご契約いただくと、紹介者への紹介手数料に加え、ミロク会計人会に
対しても紹介手数料が支払われます。顧問先企業の経営支援をMJSと共に推進すること
が、会の活性化資金にも繋がっています。ミロク会計人会の活動方針である職業会計人
の社会的地位の向上と、その顧問先企業の発展に貢献することを軸とした制度です。
顧問先企業に限らず、お知り合いの先生をご紹介いただいた際も対象となります。

【主なコンテンツ】
・情報ネットワーク委員会が会計事務所の業務改善を研究テーマとし、会計人
　ならではの視点で作成した事務所経営に役立つ情報満載の冊子など
・システムＱ＆Ａ、追加機能一覧
・会員限定掲示板でのコミュニケーション
・システム改善要望をはじめとした要望の提出など

ミロク会計人会ホームページ『会員の部屋』にアクセスするための、ログインＩＤ・
パスワードをお送りいたします。



ミロク会計人会は業務提携先との協業を通じて、会員メリットの向上並びに会計事務所の
職域の拡大を図ると共に、顧問先企業の経営支援の拡充を図ります。

5 6

ミロク会計人会会員の特典・メリット ミロク会計人会が提供する協業によるメリット

※『ACELINK NX-Pro』『ミリョク！ホームページ作成サービス』は株式会社ミロク情報サービスの商標または登録商標です。
　その他、記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。
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6

3

MJSの『ミリョク！ホームページ作成サービス』を利用し、
ミロク会計人会とMJSのバナーを貼っていただくと、
M-mart（MJSのサプライ商品購入サイト）で利用いただ
ける2,000円分のM-martポイントを毎月プレゼントいた
します。本サービスは、会員事務所のホームページ作成を
支援すると共に、ミロク会計人会及びMJSの認知度向上
を図るものです。「これからホームページを新設したい」、
「既にホームページを開設しているが、より充実させたい」
という方は、MJSにお問い合わせください。

バナー貼付で、毎月2,000円分の
M-martポイントをプレゼント！！※

名刺一枚の内容でかんたんに魅力的なホームページが完成！

※本特典の対象サービスは、『ミリョク！ホームページ作成サービスStandard』と『ミリョク！ホームページ作成サービスPremium』です。 
　『ミリョク！ホームページ作成サービスLite』は対象外です。また、バナーとはマークを押すだけでサイトにリンクする看板広告です。

1

2

https://www.mmap.co.jp

認定研修会・実務研修会などを会員特別料金で受講できる

会員事務所向けスキルアップのための実践研修を実施

ミロク会計人会のシステム開発委員会を通して、ＭＪＳへシステム改善要望を出せる

ミロク会計人会紹介手数料制度を通し、MJSと共に顧問先企業の経営支援

ミロク会計人会ホームページ「会員の部屋」にアクセスし、事務所経営などに役立つ情報の
ダウンロードや会員限定で利用できる掲示板を使い、会員同士の情報交換ができる

同じＭＪＳのシステムを使う会計事務所同士の情報交換・人的ネットワーク構築の拡大

業務提携先であるエヌエヌ生命保険株式会社が無償で提供する、『リスク分析シミュレーション』
ソフトをMJS会計ソフトの財務データと連動させ、簡単に顧問先企業のリスク分析ができる

MJSの『ミリョク！ホームページ作成サービス』会員限定特典

株式会社MJS M&Aパートナーズ（mmap=エムマップ）との業務提携によるメリット

ミロク会計人会の活動内容をタイムリーにお知らせするホームページです。会員限定のコンテンツや単位会ごとの活動報告を随時
更新しています。『ACELINK NX-Pro』のホーム画面から簡単にアクセスできます。

ミロク会計人会ホームページ

https://www.mirokukai.ne.jp/

※このソフトは、ミロク会計人会とエヌエヌ生命保険（株）との業務提携により開発されたソフトです。
※『リスク分析シミュレーション』ソフトをご希望の会員事務所は、各単位会事務局にお問い合わせください。

https://www.mirokukai.ne.jp/news/2016/08/201541-mjs-5.html

MJSのグループ会社、（株）MJS M&Aパートナーズ（以下mmap）
との業務提携で会員事務所顧問先企業のスムーズな事業承継・事
業再生をサポートします。ｍｍａｐは会員先生方の良きパートナーと
して、その手法を共に提案し、顧問先企業の経営支援を行います。

顧問先企業のリスク対策・資金繰りの悩みに対する提案として、事業
保険という選択肢があります。
ミロク会計人会は、エヌエヌ生命保険（株）との業務提携により、顧問
先企業の経営の安定や成長を目指すためのソフト、『リスク分析シ
ミュレーション』をご希望の会員事務所に無償で提供しています。
ＭＪＳ会計ソフトの決算データと連動するので、簡単な操作で顧問先
企業のリスクを分析し、必要な対策の提案に繫げることができます。
是非、ご活用ください。

全国の会計事務所の所長・職員の皆様向けの研修プログラムです。MJS税経システム
研究所の顧問・客員研究員などが講師を務める、各種専門分野における研修を全国各地
で開催しています。先生方の研修単位取得をサポートする税理士会認定研修の他、FP
継続教育の認定研修も多数開催しています。ミロク会計人会会員は、この研修を会員
特別料金で受講できます。

人的ネットワークは何よりの財産。
同じＭＪＳシステムを使う仲間同士、自然と意気投合。
忘年会・新年会などをはじめとした懇親会やゴルフ大会・旅行などを
定期的に企画しています。

会員事務所内のスキルアップを目的とした「消費税」、「法人税」、「財産評価」の研修カリ
キュラムです。研修委員会とMJSが共同作成した、税法の概説を交えたユーザー視点で
作成されたシステムマニュアルを利用して、会員が講師となり先生だけではなく職員の
方も参加できる実践研修を実施しています。

MJSシステムへの改善要望を”会員の声”としてシステム開発委員会を通して提案でき
ます。会員の声がＭＪＳのシステムを変えていきます。また、ミロク会計人会ホームページ
『会員の部屋』で実際の要望が反映された機能一覧を閲覧することができ、追加された
便利な機能をわかりやすく確認できます。

ミロク会計人会会員が新規顧客を紹介（事務所・顧問先企業）し、MJSの基本ソフト（会計・
財務・販売・給与）をご契約いただくと、紹介者への紹介手数料に加え、ミロク会計人会に
対しても紹介手数料が支払われます。顧問先企業の経営支援をMJSと共に推進すること
が、会の活性化資金にも繋がっています。ミロク会計人会の活動方針である職業会計人
の社会的地位の向上と、その顧問先企業の発展に貢献することを軸とした制度です。
顧問先企業に限らず、お知り合いの先生をご紹介いただいた際も対象となります。

【主なコンテンツ】
・情報ネットワーク委員会が会計事務所の業務改善を研究テーマとし、会計人
　ならではの視点で作成した事務所経営に役立つ情報満載の冊子など
・システムＱ＆Ａ、追加機能一覧
・会員限定掲示板でのコミュニケーション
・システム改善要望をはじめとした要望の提出など

ミロク会計人会ホームページ『会員の部屋』にアクセスするための、ログインＩＤ・
パスワードをお送りいたします。



〒163-0648
東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル48F 私書箱4051号
株式会社ミロク情報サービス　ミロク会計人会事務局内
TEL:03-5326-0304　         FAX:03-3343-5746

日本の未来―企業を支える
ご入会のお問い合わせは各事務局まで

〒060-0003 
北海道札幌市中央区北3条西2-12 STV北3条ビル 8F
株式会社ミロク情報サービス　札幌支社内　
TEL：011-231-3602　FAX：011-231-3604

〒980-0014 
宮城県仙台市青葉区本町1-1-1 三井生命仙台本町ビル17F
株式会社ミロク情報サービス　仙台支社内
TEL：022-225-0369　FAX：022-225-0368

〒330-0802
埼玉県さいたま市大宮区宮町2-35 大宮MTビル10F
株式会社ミロク情報サービス　北東圏統括部内
TEL：048-647-3091　FAX：048-647-3540

〒163-0648 
東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル48F 私書箱 4052号
株式会社ミロク情報サービス　首都圏統括部内
TEL：03-3343-5798 　　　  FAX：03-3343-5786

〒920-0856 
石川県金沢市昭和町16-1 ヴィサージュ13F
株式会社ミロク情報サービス　金沢支社内
TEL：076-264-8805　FAX：076-264-8807

〒460-0003 
愛知県名古屋市中区錦3-4-6 桜通大津第一生命ビル10F
株式会社ミロク情報サービス　中部北陸圏統括部内
TEL：052-955-3690　FAX：052-953-0369

〒530-0057 
大阪府大阪市北区曽根崎2-12-7　清和梅田ビル14F
株式会社ミロク情報サービス　近畿圏統括部内
TEL：06-6311-3690　FAX：06-6311-3695

〒730-0017
広島県広島市中区鉄砲町10-12　広島鉄砲町ビルディング9F
株式会社ミロク情報サービス　広島支社内
TEL：082-511-3695　FAX：082-222-3691

〒760-0018 
香川県高松市天神前10-12 香川天神前ビル8F
株式会社ミロク情報サービス　高松支社内
TEL：087-833-1154　FAX：087-833-1164

〒812-0016 
福岡県福岡市博多区博多駅南2-1-9 ヤマエ博多駅南ビル3F
株式会社ミロク情報サービス　九州沖縄圏統括部内
TEL：092-481-3690　FAX：092-472-4052

〒900-0033 
沖縄県那覇市久米2-4-13 明治安田生命沖縄ビル4F
株式会社ミロク情報サービス　沖縄支社内
TEL：098-867-0260　FAX：098-864-0724

2017年4月現在

ミロク会計人会は
株式会社ミロク情報サービスと共に
企業経営をサポートします。


