
裏面の申込用紙もしくはWEBでお申込ください。

「工務店クラウド EX/ 現場情報共有クラウド」製品発表会のご案内

地域工務店・リフォーム会社　様

平成 29 年 10 月吉日

　地域でご活躍されている工務店の皆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、人手不足への対応、ZEHや耐震住宅への取り組み、新築減少時代に備えたリフォーム営業の強化等、勝ち残
りのための重要な時期を迎えていらっしゃることと存じます。また、世間では、IT技術が急速に発達しており、IoTや AI、
クラウドなどの活用で仕事が大きく変わろうとしています。
　弊社では従来より、工務店様の基幹業務全般のサポート、効率アップを目的に「工務店クラウド」を開発、提供させてい
ただいておりますが、この度、「工務店クラウド」を更に発展させた「工務店クラウドEX」と住宅現場の生産性向上に焦点
を当てた「現場情報共有クラウド」の2製品をリリースさせて頂く運びとなりました。
　「工務店クラウドEX」は、①営業とアフターフォロー②予算 /発注 /利益計画③工程管理④事務作業の省力化等に焦点を当
てたサービスで、皆様の利益向上と安定経営に大きく貢献できると自負いたしております。また、「現場情報共有クラウド」
は、現場の作業、出来高、受発注、請求までモバイル端末で処理し、関係者間で工程、進捗を共有できる画期的なサービスです。
　つきましては、下記の通り、製品発表会を開催いたします。製品発表会では、大手ゼネコン出身で現場管理のオーソリティー
である中小企業診断士、住宅産業経営支援研究会 代表の飯島康氏をお招きし、住宅現場で利益を生むノウハウについても
ご講演いただきます。
　必ずや、工務店の皆様のお役に立てる内容であると確信いたしておりますので、是非この機会に、皆様お誘いの上ご参加
いただけますよう、何卒よろしくお願いいたします。

以上

「工務店クラウドEX」「現場情報共有クラウド」製品発表会
主催：株式会社 ダイテック

セミナーにご参加いただいた方には、「スマホ用3DVRゴーグル」をプレゼント!

参加無料・事前申込制

「住宅現場で利益を生むノウハウ」
講師：住宅産業経営支援研究会 代表
　　　中小企業診断士　飯島 康 氏

「工務店クラウドEX」製品発表　
- 営業強化から発注管理、工程管理まで一貫して利益を出す -

「現場情報共有クラウド」製品発表　
- 現場工程管理と受発注をモバイルで完結。現場の働き方改革を実現 -
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FAX専用申込用紙 送信先03-5762-8661

[お問合せ先] 株式会社ダイテック　工務店クラウドEXセミナー担当 TEL.03-5762-8660 FAX.03-5762-8661

〒■ 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。

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

 WEB申込み

デモ実施（工務店クラウド EX  ・  現場情報共有クラウド） 資料送付（工務店クラウド EX  ・ 現場情報共有クラウド）

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。

ご参加希望のセミナーに   　 チェックを入れてください。

11/2 [THU]

日程 地区
東京都品川区南大井6-16-19

JR大森駅より徒歩5分

会　場 アクセス

アクセス日程 地区 会　場

14:00 -16:30

14:00 -15:30■ 製品発表会

■ 基調講演 /製品発表会

東京

仙台

長野

浜松

広島

札幌

千葉

福岡

横浜

富山

熊本

大阪

名古屋

つくば

グランキューブ大阪 【1201会議室】
ダイテック東京事業所 大森MHビル3F【会議室】

ダイテックサカエ 【会議室4A】

夢メッセみやぎ 西館【小会議室】
長野県教育会館 【第4会議室】
ザザシティ浜松5F  ここ・い～ら【小会議室1】
JMSアステールプラザ 【大会議室B】
札幌市産業振興センター 【セミナールーム8】
千葉市民会館 【第6会議室】
電気ビル本館 【1号会議室】
つくば研究支援センター 【研修室2】
神奈川県立かながわ労働プラザ 【第8会議室】

ホテル熊本テルサ 【小会議室1】
富山国際会議場 大手町フォーラム 【会議室206】
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東京都品川区南大井6-16-19
JR 大森駅より徒歩5分

大阪市北区中之島5-3-51
京阪 中之島駅すぐ

名古屋市中区錦3-22-20
地下鉄 栄駅より徒歩5分

仙台市宮城野区港3-1-7
仙台港北 ICより車で5分

長野市旭町1098
JR 長野駅より徒歩20分

浜松市中区鍛冶町100-1
JR 浜松駅より徒歩10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

札幌市白石区東札幌5条1-1-1
地下鉄 東札幌駅より徒歩7分

千葉市中央区要町1-1
JR 千葉駅より徒歩7分

福岡市中央区渡辺通2-1-82
地下鉄 渡辺通駅 直結

つくば市千現2-1-6
常磐自動車道 桜土浦 ICから10分

横浜市中区寿町1-4
JR 石川町駅より徒歩3分

富山市大手町1-2
市内電車 国際会議場前駅すぐ

熊本市中央区水前寺公園28-51
JR 水前寺駅より車で5分

宇都宮市民プラザ 【会議室2】
（火）

12/8

長崎

徳島

宇都宮
長崎市市民生活プラザ 【会議室】

徳島県立総合福祉センター 【203会議室】

12/7
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（木）

（金）

長崎市築町3-18
JR 長崎駅より車で5分

宇都宮市馬場通り4-1-1
JR 宇都宮駅より徒歩15分

徳島市中昭和町1-2
JR 阿波富田駅より徒歩7分


