
DX体験会開催
――Excelからクラウドへ。自社サーバーからクラウドへ――

１．実行予算、
発注計画…30分

２．電子発注・査定
…20分

３．査定連携…20分

１．アーキトレンド
積算 …20分

２．積算連携、
見積作成…30分

３．実行予算、
発注計画…30分

４．Plus連携…20分

１．顧客見込台帳
…20分

２．商談台帳…20分

３．契約台帳…20分

４．点検保守台帳
…20分

５．工事履歴…10分

１．見積作成…20分

２．実行予算、
発注計画…30分

３．発注・査定・
請求受付…30分

４．工事原価台帳
の確認 …20分

５．月報帳票…20分

Aコース Bコース Cコース Dコース

一元管理 営業力強化 トータル
ソリューション 電子受発注

A ．見積から発注、工事台帳まで
別々作成、手間と残業

B．見込み、商談、契約、保守
管理が煩雑、一貫性がない

C．CADデータや現場情報を
有効に活用したい

D．サーバ管理が不安、システムが
ブラックボックス化

現状の課題を クラウドで解決
A.一貫作成で二重入力を防止

B. クラウド上でスマートに管理
リフォーム受注も大幅アップ

C.アーキトレンドのデータを有効活用、
予算～発注までを自動化

D. 協力業者との電子受発注, 施工管理

ツールとの連携で仕事がクラウドで完結

注文分譲クラウドDXで、住宅会社のDXを体験してみませんか？
お客様の課題に合わせて、選べる4つのコースをご用意しました。“ ”

お申込みは別紙申込書（FAX）またはお電話で！
TEL.03-5762-8660

オンライン 毎日開催住宅会社
向け



〒461-0018
愛知県名古屋市東区主税町4丁目85番地
主税町ビル
TEL: 052-856-6655 FAX:052-856-6630



住宅会社向け
DX体験会申込書

課題 解決
Aコース

一元管理

見積から発注、工事台帳まで
別々作成、手間と残業

一貫作成で二重入力を防止

――プログラム――

１．見積作成 20分
２．実行予算、発注計画 30分
３．発注・査定・請求受付 30分
４．工事原価台帳の確認 20分
５．月報帳票 20分

――参加希望日――

□ 6月 7日(月)
□ 6月 9日(水)
□ 6月14日(月）
□ 6月16日(水)
□ 6月21日(月)
□ 6月23日(水)
□ 6月28日(月)
□ 6月30日(水)

毎週 月・水 13:30～15:30 各回先着3社 参加費無料

見積書
実行予算

発注
出来高

工事原価台帳

上記プログラムにて、見積作成から業者への支払請求、
工事原価台帳が自動で生成される住宅DXの流れを
ご体感ください

お申し込みはこちら FAX：03-5762-8661
貴社名 . お名前 .

住所 .

TEL . 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開されることはありません

<発信元>株式会社ダイテック〒140-0013 東京都品川区南大井6-16-19 TEL：03-5762-8660



Bコース

営業力強化

課題
見込み、商談、契約、保守
管理が煩雑、一貫性がない

クラウド上でスマートに管理
リフォーム受注も大幅アップ

住宅会社向け
DX体験会申込書

――プログラム――

１．顧客見込台帳 20分
２．商談台帳 20分
３．契約台帳 20分
４．点検保守台帳 20分
５．工事履歴 10分

――参加希望日――

□ 6月 8日(火)
□ 6月10日(木)
□ 6月15日(火)
□ 6月17日(木)
□ 6月22日(火)
□ 6月24日(木)
□ 6月29日(火)

毎週 火・木 13:30～15:30 各回先着3社 参加費無料

顧客見込台帳

商談台帳

契約台帳
点検保守台帳

工事履歴

お申し込みはこちら FAX：03-5762-8661
貴社名 . お名前 .

住所 .

TEL . 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開されることはありません

<発信元>株式会社ダイテック〒140-0013 東京都品川区南大井6-16-19 TEL：03-5762-8660

解決



毎週 金 13:30～15:30 各回先着3社 参加費無料

――プログラム―― ――参加希望日――

１．アーキトレンド積算 20分 □ 6月11日(金)
２．積算連携、見積作成 30分 □ 6月18日(金)
３．実行予算、発注計画 30分 □ 6月25日(金)
４．Plus連携 20分

Cコース

トータル
ソリューション

課題
CADデータや現場情報を
有効に活用したい

アーキトレンドのデータを有効活用、
予算～発注までを自動化

お申し込みはこちら FAX：03-5762-8661
貴社名 . お名前 .

住所 .

TEL . 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開されることはありません

<発信元>株式会社ダイテック〒140-0013 東京都品川区南大井6-16-19 TEL：03-5762-8660

住宅会社向け
DX体験会申込書

解決



月曜～金曜 10:00～12:00 各回先着3社 参加費無料

――プログラム―― ――参加希望日――

１．実行予算、発注計画 30分 月 日
２．電子発注・査定 20分
３．査定連携 20分

Dコース

電子受発注

課題
サーバ管理が不安、システム
がブラックボックス化

協力業者との電子受発注, 施工管理ツール
との連携で仕事がクラウドで完結

お申し込みはこちら FAX：03-5762-8661
貴社名 . お名前 .

住所 .

TEL . 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開されることはありません

<発信元>株式会社ダイテック〒140-0013 東京都品川区南大井6-16-19 TEL：03-5762-8660

住宅会社向け
DX体験会申込書

解決
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