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株式会社メディアテック ECM事業部 

eBASEを利用したハウスメーカーでのシステム構築事例 

 ～工業化住宅における部品管理システムについて～ 
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１．会社概要 

 私ども(株)メディアテックは大和ハウス工業（株）100％出資のＩＴ系のグループ会社として
情報サービス事業をグループ内外へ展開しております。 

社名 

事業所 

株式会社メディアテック（MEDIA TECH INC.) 

本社 
大阪府大阪市西区阿波座1丁目5番16号 大和ビル5階 
TEL. 06-6537-6270 FAX. 06-6537-6271 
 
東京営業所 
東京都千代田区飯田橋3丁目13番1号 大和ハウス東京ビル14階 
TEL. 03-5214-2734 FAX. 03-5214-2179 

設立年月日 1992年11月20日 

資本金 5,000万円 

代表者 足立 充生 

事業内容 
ネットワーク構築・インターネットサービス・ドキュメントデジタルサービス・ 
コンサルティングサービス・ソフトウェアパッケージの販売・ 
コンタクトセンターの企画 

売上高 ２,８１１百万円（2013年3月度実績） 

従業員数 29名（2013年6月18日現在） 



２．事業ご紹介 
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プロバイダ事業 

ネットワーク構築 

メディアテック 

インターネット 
ビジネス事業部 

ソリューション 
事業部 

ECM事業部 

MEDIATECH-BB 

集合住宅 

コールセンター導入 
運用支援 

コールセンター 
構築支援 

教育・マニュアル作成 

情報機器導入運用 
支援 

システム開発 

文書管理ＢＰＯサービス 

ECMセンター（大阪） 
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２．事業ご紹介/ ECM事業とそのサービス 

ECM （enterprise content management） 
エンタープライズ・コンテンツ・マネジメント 

企業・組織が保有する文書やコンテンツを組織的・統合的に登録・保存・管理・利
用するというコンセプトや実現するための技術やシステムのこと。 

文書管理（コンテンツ）システム ECMセンター（電子化・登録・記録管理） 

× 

現場運用（ワークフロー）に合わせた自社開発のシステムとそのシステムにより
作業効率を追求、実現した弊社ECMセンターにおける電子化・登録サービスの

組み合わせでワンストップソリューションを導入展開 



２．事業ご紹介/ 大和ハウスグループ運用事例 
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パターン① 建築竣工図書電子化保管管理サービス 

パターン② 不動産契約書電子化保管管理サービス 

パターン③ その他コンテンツ活用例 

■建物別図書管理サービス 
図面、各種申請書類、工事記録、アフター記録など建物に
関わる全記録をシステム管理 

■不動産契約書管理サービス 
マンション・ビル・商業施設等の契約図書類のシステム管理
サービス 

■画像管理サービス 
カタログ内画像を販促に利用できるようシステム登録・メンテ
ナンス管理を行うサービス 
■施工竣工記念アルバム 
住宅竣工記念品として施主様へプレゼント 
■パノラマコンテンツ 
展示場、ショッピングセンターなど不動産物件の販促ツール 



3. 工業化住宅における部品管理システム
でのeBASEの活用について 

5 © 2012 Daiwa House Group All rights reserved.  



6 © 2012 Daiwa House Group All rights reserved.  

カタログ制作における画像管理の必要性 ※印刷物への利用管理、ポジの貸出しなど 

GAMEDIOS（凸版印刷）を採用 ※全社的なカタログ画像管理システム 

2012年 

＜Step4＞ システムによる品番と画像の紐付け運用 

2011年 

2014年3月 

2002年 
（11年前） 

EGメソッド（eBASE）の採用 ※住宅部門におけるインテリア商材画像・情報管理と提案書作成システム 

2000年頃 

2005年 
（8年前） 

 大和ハウス住宅部品統合管理システムの完成  

素材情報、カタログ制作画像の統一管理と各種システム連携の仕組み検討 
（商品開発部・購買部・情報システム部・総合宣伝部×メディアテック） 

EGメソッドの実績からeBASEソリューションによる住宅部品統合管理システムへの採用決定 

現在の進捗位置 

サプライヤー・広告代理
店・カタログ制作 

＜Step5＞ 広告代理店が制作したカタログ写真の履歴管理スタート 

＜Step1＞ 旧GAMEDIOSデータの移行 

＜Step3＞ 大和ハウス「ものづくりプロジェクト」 
        における品番と画像の紐付けを実施。（マンパワーセットアップ） 

＜Step2＞ 住宅商品カタログ・建材カタログ（アイテム集）の管理スタート「画像データライブラリ」稼動 

３－１ 部品管理システムへの道のりとeBASEの採用 



３－２ 工業化住宅における品番と画像の発生 
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住宅用部品から発生する品番と画像の活用フロー 

住宅商品企画 
【部品選択】 

カタログ作成 
【部品画像】 商品 

リリース 
提案活動 
（販売） 

品番・コスト 画像 活用 

商品開発部・購買部・情報システム部・総合宣伝部 

品番・コスト 
管理SYS 

画像データ 
ライブラリー 

サプライヤー部品発注機能 
（大和ハウス基幹システム） 



３－３ 管理部品のボリューム 
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構造材 内装材 外装材 設備機器 

※現在、鉄骨系住宅商品「ジーヴォ」のラインナップは８タイプ、年間１タイプの商品がリリース 

住宅用部品は現在約３８万点。その半分約１９万点が改変修正
され毎年追加されます。 



画像データ 
ライブラリー 

３－４ 品番と画像の活用 
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画像データライブラリーは「品番・コスト管理システム」と正しく
連携しお客様へのご提案や最終仕様決定に活用されます。 

 
ご提案活動（販売） ご

契
約 

プランニング・見積り 

最終仕様
の決定 施工 

お
引
渡
し 

設計 
インテリア 
コーディネーター 住宅営業 

商品 
リリース 



３－５ 画像収集管理システム 
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サプライヤー・建材メーカー 広告代理店  カタログ制作会社 

＋品番、型番、色、メーカー、ページ、CG情報、原材料情報など 
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インターネットゾーン 

社内イントラネット 

画像データライブラリー 

画像収集管理システム            

タイムリーな手配収集とコンテンツ資産の履歴管理を目的に
「画像収集管理システム」を設置。 

画像コンテンツ及び属性情報を
収集しリレーションされたデータ
ベースが作成される。 



４ 全社コンテンツ管理への構想展開 
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画像データ 
ライブラリー 

画像収集 
管理システム 

品番・コスト 
管理SYS 

コンテンツコントロール 
システム 

印刷・広告代理店・C G製作   

サプライヤー                                

コンテンツの提供 
ルール・使用状況管理 

お客様 

利用・活用分析 

商品開発フィードバック 

連携API 

コンテンツコントロールシステムとの連携構想 
将来的なリフォーム・不動産施設管理など 
ダイワハウスグループ企業での活用 

発注 

同期 



５－１ 今後の展開 
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住宅商品の保証期間は最大５０年！ 
長期に亘るアフター業務と部品管理の必要性 



５－２ 住宅アフター業務における活用 
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画像データ 
ライブラリー 

画像収集 
管理システム 

品番・コスト 
管理SYS 

サプライヤー 

アフターメンテナンス業務へ情報を連携させシームレスな業務 
のサポートを実現 

発注 

同期 

ご提案活動 ご
契
約 プランニング・見積り 

最終仕様
の決定 

施工 
お
引
渡
し 

長期アフターサービス 

部品検索 
システム 

アフターサービ
ススタッフ 

発注 



５－３ その他活用事例 

物件 
検索 

進捗 
管理 

大和ハウス物件と 
データ連携 

依頼進捗、作成物チェック 
承認（検収）問い合わせ機能 

情報 
管理 

送り先住所などの管理 

サーバー(WEB画面) 

アルバムレイアウト 
写真データ送信 
自動データ圧縮送信 

写真 
管理 

クライアントPC（アプリ） 

売上DB 

人事DB 

大和ハウス基幹システム 
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配送 

・アルバムの作成 
・依頼者への発送 

アルバム制作会社 

納品 

戸建て住宅のお客様へ竣工記念「わが家のアルバム」を贈呈 
※年間約8,000冊（2012年度実績) 
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ご清聴 
ありがとうございました。 


