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カインズ・オクト（ANDPAD 運営）業務提携
施工管理スマホアプリ「C-clamp」、パートナー工事店に共同販売開始
〜ホームセンター初連携 ANDPAD による業務効率改善の ICT 活用へ 〜
この度、株式会社カインズ（埼玉県本庄市、代表取締役社長 土屋裕雅）と株式会社オクト（東京都品
川区、代表取締役社長 稲田武夫）は、業務提携にあたり、2017 年 6 月 7 日、スマホアプリを活用した見
積・発注情報のやり取りや、施工中の写真・チャットコミュニケーションができるスマホアプリ「ANDPAD」
のカインズ版、
「C-clamp」(CAINZ 版 ANDPAD)の販売を開始いたします。

【事業提携の目的】
昨今、施工現場の業務環境の改善が求められる一方で、カインズにおけるリフォーム受注件数は増加
の一途をたどっており、お客様のニーズはますます高まっていると言えます。この相反する状況を改善
すべく、システム開発技術を持つオクトと、全 207 店舗のネットワークを抱えるカインズが提携するこ
とで、工事パートナー様、販売店、お客様の三方にとって、より満足度の高いサービスを提供する仕組
みを構築することを目指します。また、今後は、オクトが「ANDPAD」の展開で培った Information and
Communication Technology（以下 ICT）のノウハウとシステム開発力を活用し、お客様への工事の報告や
納品確認ができるシステム開発や、流通・決済を絡めたシステム開発を 2 社共同で進めてまいります。
また、ICT 化による業務効率化を工事パートナー様と共に進めることで、労働時間を削減しながらも生産
性を高められる、働きやすい施工現場の実現を目指してまいります。これらの取り組みにより、世の中
の施工現場において、ICT による更なる効率化、労働環境の改善、人の働きのエンパワーメントの実現を
目指したいと考えています。

【「C-clamp」（CAINZ 版 ANDPAD）の詳細】
１、カインズ基幹システム「C-REX」とのリアルタイム連携
カインズはリフォーム受注管理システムの「C-REX」を活用していましたが、現状のシステムでは、工事
パートナー様が事務所に戻った後にパソコンで店舗との連絡を行うなど、タイムラグが発生していまし
た。このような業務の流れを、
「C-REX」と「C-clamp」を連動させることで、効率化を図ることができる
ようになります。カインズ店舗から工事パートナー様への見積依頼・発注依頼を、スマホを活用しリア
ルタイムで共有することが可能となるため、例えば現地調査依頼を受けて、近くの現場であればそのま
ま直行できるなど、訪問・施工日調整をスピーディーに行うことで、顧客満足度の向上に繋げます。

２、現場の写真や、完工報告を店舗とリアルタイム共有
「C-clamp」
（CAINZ 版 ANDPAD）を活用することで、現場の施工状況を、カインズ店舗でもリアルタイ
ムに把握することが可能になります。「ANDPAD」の基本機能である現場写真のクラウド管理機能や、職人
さん・設備担当者さんの作業完了報告機能により、店舗側にリアルタイムに状況が共有されるため、店
舗と工事パートナー様のコミュニケーション向上、業務改善に繋がり、お客様へのご案内もよりスムー
ズに行うことが可能となります。

３、カインズからの工事依頼以外の施工案件も一元管理
「C-clamp」
（CAINZ 版 ANDPAD）をご活用の工事パートナー様は、カインズ以外の施工案件もすべて、
自社ユーザーのみがアクセスできる制限の元で、一元管理することができます。スマホ一つで契約前現
場から進行中現場、OB 顧客などを管理でき、メンバーや職人さんの稼働管理にもご活用いただけます。

【「C-clamp」（カインズ版 ANDPAD） サービス概要】
・サービス開始日：2017 年 6 月 8 日
・販売価格：
① 10 アカウント（10 人対応）
通常価格

月額 12,000 円（年間 14.4 万円）

8 月 31 日まで申込キャンペーン価格

月額 10,000 円（年間 12 万円）

② 30 アカウント（30 人対応）
通常価格

月額 30,000 円（年間 36 万円）

8 月 31 日まで申込キャンペーン価格

月額 27,000 円（年間 32.4 万円）

③ 100 アカウント（100 人対応）
通常価格

月額 80,000 円（年間 96 万円）

8 月 31 日まで申込キャンペーン価格

月額 70,000 円（年間 84 万円）

・機能：
① 店舗側で C-REX に入力したカインズからの見積依頼・発注依頼をリアルタイムにスマートフォン（タ
ブレット）に反映し、外出先でも確認できる。また、現地調査・工事の進捗管理もスマホアプリから
入力可能で事務所に戻ってからの事務作業が無くなる
② 現場で撮影した写真をカインズ店舗やグループ（メンバー登録可能）内で共有でき、
「カインズスマ
イルサービス」や「カインズ 365」などカインズ社内の専門機関との連携も強化
③ 地図、コンビ二、工程表、チャット機能（元請・下請・孫請がつながる）等が使用可
④ カインズ以外の案件も自社内でそのまま施工管理アプリとして使用できる
・その他条件：ご購入の際は、カインズの工事パートナー加盟が前提となります。
≪お問い合わせ先≫
カインズ商品本部リフォームエクステリアカンパニー部
フリーダイヤル：

0120－88－5279（月曜日～土曜日

9：00～18：00）

【「AND PAD」（アンドパッド）について】
・PC サイト URL

：

https://andpad.jp/

・対応機種： iOS （iOS 9.0 以降。iPhone,iPadおよび iPod touch 対応）
、Android

（4.2 以上）

「ANDPAD」は、スマートフォン上で、誰でも明日から使えるカンタンな施工管理アプリです。施工工
事情報、図面などの資料、工程表、現場の写真情報をクラウド上で一括管理し、現場の職人や現場監督、
施工現場の担当者など、施工現場に関わる方がいつでもどこでも閲覧・共有が可能。さらに、スマホ上
でチャットや日報報告ができ、リアルタイムなやり取りを実現しています。
ご利用者様から「今まで常態化していた工期遅れがほとんど無くなり、現在は予定通りに完工してい
る（東京都 R 社 現場担当）
」
「チャット機能で職人さんとのコミュニケーションが容易になり、現場の同
時稼働件数が増えても施工の品質が落ちず、施主さんとのトラブルも減っている（神奈川県 R 社 現場担
当）
」といったお声を頂いております。

【株式会社 カインズ 概要】
代表者

：代表取締役会長 土屋 嘉雄
：代表取締役社長 土屋 裕雅
：平成元年 3 月

設 立

本部所在地 ：埼玉県本庄市早稲田の杜 1-2-1
資本金

： 32 億 6,000 万円

事業内容

： ホームセンターチェーンの経営

従業員数

： 10,690 名（2017 年 2 月末時点）

WEB サイト： 株式会社カインズ企業サイト http://www.cainz.co.jp/
カインズオンラインショップ http://www.cainz.com/shop/
店舗数

： 207 店舗 (※ｶｲﾝｽﾞｻｲｸﾙﾊﾟｰｸを除く）

県別店舗数 ： 北海道 3、宮城県 4、福島県 11、茨城県 10、千葉県 18、栃木県 13、群馬県 30、
新潟県 2、埼玉県 28、長野県 16、山梨県 4、東京都 4、神奈川県 9、静岡県 23、
愛知県 10、三重県 4、岐阜県 2、滋賀県 2、京都府 1、奈良県 1、大阪府 2、
兵庫県 4、鳥取県 1、岡山県 1、広島県 1、福岡県 1、沖縄県 2
株式会社オクトについて
・会社名： 株式会社オクト
・代表者： 稲田武夫
・所在地： 東京都品川区西五反田 8-4-14 大橋ビル 4 階
・設立

： 2012 年 9 月

・URL

： http://88oct.co.jp/

株式会社オクトは、元リクルート SUUMO・リフォーム会社出身の営業・NET プロダクトマネージャ、エン
ジニアなど、IT×建設業界に関わるメンバーが集まり、「ANDPAD」をメインとした住宅業界向けサービス
開発を展開しています。

