
「工務店クラウド EX」「現場情報共有クラウド」による
住宅会社の働き方・経営改革セミナー開催のご案内

　地域工務店、リフォーム会社様におかれましては、ますますご清栄のことと存じます。
住宅業界では、人手不足対策、環境対応、新築減少時代に備えたリフォーム営業の強化、丼勘定からの脱却など、
解決すべき多くの課題が叫ばれています。一方、世の中では IoT（あらゆるモノがインターネットに繋がる）
や AI（人工知能）、クラウドなど、最新の技術が連日紙面を賑わせており、仕事や経営のあり方が大きく変わ
ろうとしております。
　弊社は情報処理、ソフトウェア開発で培ったノウハウをもとに、従来より住宅業界に特化したクラウドコン
ピューティングサービスを提供させていただいておりますが、この度、情報提供の場として、住宅会社様の「働
き方」と「経営」の改革に焦点を当てた実践的な IT 活用セミナーを開催させていただく運びとなりました。
地域工務店の業務を一元化する「工務店クラウド EX」、モバイルによる現場の情報共有に特化した「現場情報
共有クラウド」の2製品を具体的な事例を交えてご紹介させていただきます。
　当セミナーが貴社の働き方や経営の転機になることを確信しておりますので、是非この機会にご参加いただ
きたく存じます。

クラウドで働き方・経営改革セミナークラウドで働き方・経営改革セミナー
参加無料
事前申込制

第一部 13:30-14:30（60分）　開場13:15 14:30-15:00（30分）

「工務店クラウドEX」で実現する

生産性革命と営業改革の実現
「現場情報共有クラウド」で実現する

現場のモバイル革命

商談から見積、実行予算、工程管理、顧客管理まで。
工務店業務全般をクラウド上で一元化。

地域工務店の頼もしい味方

かんたん操作で工程、受発注、請求、支払まで一元化。
現場情報共有の決定版。

主催：株式会社ダイテック

住宅業界　「働き方改革」「経営改革」待った無し！

第二部

開催日程・参加申込については裏面をご覧下さい

現場現場 情報
共有
情報
共有クラウドクラウド

セミナー参加いただいた方に
「スマホ用3DVRゴーグル」

プレゼント !

スマホでかんたん現場の情報共有

「分譲住宅クラウド」による
住宅会社の働き方・経営改革セミナー開催のご案内

　分譲住宅、ビルダー様におかれましては、ますますご清栄のことと存じます。
住宅業界では人手不足、環境対応など解決すべき多くの課題が叫ばれている一方、世の中では IoT（あらゆ
るモノがインターネットに繋がる）や AI（人工知能）、クラウドなど、最新の技術が連日紙面を賑わせており、
仕事や経営のあり方が大きく変わろうとしております。
　弊社は情報処理、ソフトウェア開発で培ったノウハウをもとに、従来より住宅業界に特化したクラウドコ
ンピューティグサービスを提供させて頂いております。この度、最新のクラウドコンピューティングを活用
した、住宅会社様の｢働き方｣と｢経営｣を改革する実践的なセミナーを開催させて頂く運びとなりました。住
宅業界で長年の課題とされている、【長時間労働と決別する働き方改革】と【どんぶり勘定からの脱却による
経営改革】を実現した【成功事例】をご紹介いたします。
　当セミナーが貴社の課題解決にお役立ちできると確信しておりますので、是非この機会にご参加いただき
たく存じます。

クラウドで働き方・経営改革セミナークラウドで働き方・経営改革セミナー

開催日程・参加申込については
裏面をご覧下さい

■ 15:30-16:45（75分） 開場 15:15

住宅・不動産会社のためのクラウドサービス住宅・不動産会社のためのクラウドサービス

営業強化
予算統制

現場改革
経営強化

「働き方改革」×「生産性革命」「働き方改革」×「生産性革命」
「分譲住宅クラウド」で実現する
分譲住宅会社・ビルダーの

参加無料・事前申込制参加無料・事前申込制

利益率

を目指す
5%%

土地取得から工事、販売、アフ
ターまで一元化。
住宅産業のあらゆるシーンをク
ラウドで変革します。

現場現場 情報
共有
情報
共有クラウドクラウド

スマホでかんたん現場の情報共有

かんたん操作で現場のコミュニケーション
はもちろん、工程、写真、図面まで一元管理。
現場業務の円滑化を実現いたします。

一般社団法人　東海木造住宅協会
会員各位 
（地域工務店様・リフォーム会社様向け） 

（一社）東海木造住宅協会　賛助会員
　　　　　　　　　　　　　株式会社ダイテック 

一般社団法人　東海木造住宅協会
会員各位 
（分譲会社様・ビルダー様向け） 
分譲住宅会社・ビルダーのみなさま地域工務店・リフォーム会社のみなさま
一般社団法人　東海住宅産業協会
会員各位

（一社）東海住宅産業協会　賛助会員
　　　　　　　　　　　　　株式会社ダイテック 

平成 30 年 1月吉日



T-01D-01TM-01
株式会社ダイテック　工務店クラウドEXセミナー担当

主催：株式会社ダイテック

資料がほしい（工務店クラウド EX ・現場情報共有クラウド）
デモをみたい（工務店クラウド EX ・現場情報共有クラウド） ※ご希望の製品に○をつけて下さい。

※ご希望の製品に○をつけて下さい。

第一部 13:30-14:30（60分）      開場13:15

「工務店クラウドEX」で実現する

生産性革命と営業改革の実現

14:30-15:00（30分）

「現場情報共有クラウド」で実現する

現場のモバイル革命

第二部

※第一部と第二部の間に休憩及び入れ替えはありません。

株式会社ダイテック　分譲住宅クラウドセミナー担当

主催：株式会社ダイテック■ 15:30-16:45（75分） 開場 15:15

「働き方改革」×「生産性革命」
「分譲住宅クラウド」で実現する
分譲住宅会社
ビルダーの

セミナー参加いただいた方に
「スマホ用3DVRゴーグル」

プレゼント !

資料がほしい（分譲住宅クラウド ・現場情報共有クラウド）
デモをみたい（分譲住宅クラウド ・現場情報共有クラウド） ※ご希望の製品に○をつけて下さい。

※ご希望の製品に○をつけて下さい。

FAX専用申込用紙 送信先 03-5762-8661

https://www.kensetsu-cloud.jp/komuten
トップページ＞セミナー情報

 WEB申込み

●ご参加希望の会場に　 チェックを入れてください。

●開催プログラム

〒■ ご住所

■ TEL ■ FAX

■ 貴社名 ■ お名前
フリガナ

■ E-mail
個人情報の取り扱いについて
（株）ダイテックからの情報提供を目的としており、特定の個人が識別できる情報として、公表されることはありません。

※メールアドレスは受付確認の送信先となりますので正確にご記入下さい。不備等があった場合はFAXにて送信させていただきます。

[お問合せ先] TEL.03-5762-8660 FAX.03-5762-8661

※日時のご都合が合わない場合は、別途対応させていただきます。ご希望内容に　    チェックを入れてください。

アクセス日程 地区 会　場
奈良

松江

鳥取

近江八幡

岡山

神戸

東京

京都

広島

大阪

山口

和歌山

名古屋

やまと会議室　2階会議室B
島根県民会館　202会議室
和歌山県JAビル　8階8A
鳥取商工会議所　第2会議室
ダイテック中部事業所　L会議室

ダイテック東京事業所　3F会議室

アクティ近江八幡　会議室
岡山商工会議所　407会議室

神戸市産業振興センター　802号室
京都駅前貸会議室　K-office
山口県労福協会館　第3会議室

JMSアステールプラザ　大会議室B
大阪産業創造館　研修室A

12/4

12/5

（月）

12/4（月）

（火）

12/5（火）

12/7（木）
12/7（木）

12/7（木）

12/8（金）
12/8（金）

12/11（月）

12/11（月）

12/12（火）

12/12（火）

奈良市登大路町36 大和ビル
近鉄 奈良駅より徒歩3分

松江市殿町158
ＪＲ 松江駅より車で10分

和歌山市美園町5-1-1
JR 和歌山駅より徒歩2分

鳥取市本町3-201

名古屋市東区主税町4-85 主税町ビル

JR 鳥取駅より徒歩15分

地下鉄 高岳駅より徒歩15分

近江八幡市鷹飼町南4-4-5
JR 近江八幡駅より徒歩7分

岡山市北区厚生町3-1-15

東京都品川区南大井6-16-19 大森MHビル

ＪＲ 岡山駅より徒歩25分

神戸市中央区東川崎町1-8-4
JR 神戸駅より徒歩5分

JR 大森駅より徒歩5分

京都市下京区七条西洞院東入夷之町686-3
コタニビル3FJR 京都駅より徒歩7分

山口市緑町3-29
JR 新山口駅より車で20分

大阪市中央区本町1-4-5
地下鉄 堺筋本町駅より徒歩5分

広島市中区加古町4-17
広島電鉄 舟入町駅より徒歩5分

アクセス日程 地区 会　場
大分

宮崎

熊本

佐賀

長崎
福岡

那覇

鹿児島

iichiko 総合文化センター　小会議室3
ユースホステル サンフラワー宮崎 おすず
天文館ビジョンホール　5F Bホール
市民会館シアーズホーム夢ホール　第一会議室
佐賀市市民活動プラザ　7ｰB会議室

沖縄産業支援センター 小会議室310号室

長崎県勤労福祉会館　多目的室
都久志会館　406会議室

1/29

  2/5

（月）

1/30（火）

（月）

  2/6（火）

  2/9（金）
  2/8（木）

 2/15（木）

 2/16（金）

大分市高砂町2ｰ33 OASIS ひろば21内
JR大分駅より徒歩10分

宮崎市旭1ｰ3ｰ10
JR宮崎駅より徒歩15分

鹿児島市東千石町13ｰ3 VISION BILD 4F
JR鹿児島中央駅より車で7分

熊本市中央区桜町1ｰ3

佐賀市白山2-1-12佐賀商工ビル7F

JR熊本駅より車で10分

JR佐賀駅より徒歩15分

長崎市桜町9-6
長崎電気軌道公会堂前より徒歩3分

福岡市中央区天神4-8-10

那覇市字小禄1831-1

地下鉄天神駅より徒歩7分

那覇空港より車で10分

アクセス日程 地区 会　場
富山

金沢

福井
名古屋

長野

岐阜
四日市

新潟

富山国際会議場　会議室206
金沢みなと会館 第3会議室
福井産業会館　第１会議室
ダイテック中部事業所　Ｌ会議室
長野県教育会館　第４会議室

NOCプラザ　203

岐阜商工会議所  1-B 会議室
四日市商工会議所　小会議室

2/5

  2/8

（月）

2/6（火）

（木）

  2/9（金）

（火）

 2/16

 2/13

（金）

 2/15（木）

 2/19（月）

富山市大手町1-2
JR富山駅より徒歩15分

金沢市無量寺町り部80
JR金沢駅より車で約15分

福井市下六条町103
福井 I.C. より車で10分

地下鉄高岳駅より徒歩15分

長野市旭町1098

名古屋市東区主税町4-85 主税町ビル
JR長野駅より徒歩20分

岐阜市神田町2-2
JR岐阜駅より車で6分

四日市市諏訪町2-5

新潟市東区御新町2－853－3

近鉄四日市駅より徒歩7分

静岡 静岡駅前会議室　A館303号室（月） 静岡市葵区紺屋町8-12
JR静岡駅より徒歩5分

JR新潟駅より車で15分

 2/26

アクセス日程 地区 会　場
札幌

横浜

さいたま

宇都宮

甲府

水戸

品川

札幌市産業振興センター セミナールーム7

横浜市技能文化会館　801研修室
さいたま商工会議所 第2会議室
とちぎ産業交流センター　第1会議室

ダイテック東京事業所　3Ｆ会議室

山梨県立青少年センター　本館第1会議室
茨城県労働福祉会館 第3会議室

（火）

（火）

（火）

（木）

（金）

（木）

（金）

札幌市白石区東札幌5条1-1-1
地下鉄東西線東札幌駅より徒歩7分

横浜市中区万代町2-4-7
JR関内駅南口より徒歩5分

JR浦和駅より徒歩15分

宇都宮市ゆいの杜1-5-40

さいたま市浦和区高砂3-17-15
JR宇都宮駅より車で20分

甲府市川田町517
ＪＲ甲府駅より車で20分

水戸市梅香2-1-39

品川区南大井6-16-19大森MHビル

JR水戸駅より徒歩15分

高崎 ビエント高崎　本館402号室（月） 高崎市問屋町2-7
JR高崎問屋町駅より徒歩5分

JR大森駅より徒歩5分

 2/26

 2/23
 2/23

 2/22

 2/22

 2/20

千葉 千葉市民会館　第5会議室（月） 千葉市中央区要町1-1
JR千葉駅より徒歩5分 2/19

 2/20

 2/13

アクセス会　場

八戸ユートリー　5F研修室
アキタスクエア　2-4ルーム
山形ビッグウィング　4F会議室403
夢メッセみやぎ 西館　2F研修室K
いわて県民情報交流センター 会議室805
労働福祉会館　第2会議室

八戸市一番町1-9-22
JR 八戸駅より徒歩1分

秋田市中通4-14-16
JR秋田駅より徒歩5分

ダイテック 中部事業所　L会議室 名古屋市東区主税町4-85
地下鉄 高岳駅より徒歩15分

ダイテック 東京事業所　3F会議室
ダイテック 関西事業所　4F会議室 城東区永田4-15-6 深江橋MHビル

地下鉄 深江橋駅より徒歩3分

品川区南大井6-16-19 大森MHビル
JR大森より徒歩5分

山形市平久保100番地
JR 山形駅より車で15分

仙台市宮城野区港3-1-7

盛岡市盛岡駅西通1-7-1

JR 中野栄駅より徒歩15分

JR盛岡駅より徒歩４分

郡山市虎丸町7-7
JR郡山駅より徒歩20分

高知ぢばさんセンター　商談室3
松山市総合コミュニティセンター　第6会議室
徳島県立総合福祉センター 202会議室
高松テルサ　205会議室

地区

八戸

秋田

山形

仙台

盛岡
郡山

東京

名古屋

大阪

高知

松山

徳島

高松

日程

1/22

1/25

（月）

1/23（火）

（木）

1/26（金）

1/30（火）
1/29（月）

1/26（金）

1/30（火）

1/23（火）

1/22

1/25

（月）

1/23（火）

（木）

1/26（金）

高知市布師田3992-2
JR一宮駅より徒歩15分

松山市湊町7-5
JR松山駅よりバスで2分

徳島市中昭和町1-2
JR阿波富田駅より徒歩5分

高松市矢島西町2366ｰ1
JR高松駅より車で10分

東
北
地
区

三
大
都
市

四
国
地
区


