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i D AT E N（韋 駄 天 ）が 貴 社のビジネスを加 速させます

お客様（エンドユーザー） 貴　社 メーカー

ビジネスの推進力 
＞ エンドユーザーの課題解決を迅速化
＞ お客様の潜在的ニーズを発掘
＞ 新たなマーケット開拓でビジネスを拡大

iDATEN（韋駄天）機能
＞ DiSソリューションファインダー
＞ 販売支援情報
＞ 記事・ニュース

1,200メーカーからの情報
＞ 提案ツール ＞ 技術支援情報
＞ 導入事例 ＞ 販促企画
＞ スキルアップ情報

：0120-57-0112　携帯電話・PHSからは：06-6733-6565

https://www.idaten.ne.jp/

商品検索

貴　社

お客様（エンドユーザー）

発注・見積 納期確認
DIS物流

3万アイテム
の在庫

210万アイテム
の商品データベース

2 1 0 万アイテムの 商 品データベースからの 検 索・発 注・納 期 確 認

※このカタログに掲載の情報は2019年3月現在のものです。　※このカタログに掲載の内容と、実際の表示内容とでは異なる場合があります。
※DISとのお取引内容により、一部メニューが表示されない場合があります。

全国に広がるDISネットワーク お問い合わせはDISの各支店まで

操作などのお問い合わせは iDATEN（韋駄天）コールセンター まで 電話受付時間　9:00 ～ 20:00

 ▽ 北海道エリア
 札幌支店 011-242-4236
 旭川営業所 0166-27-0022
 函館営業所 0138-51-5769
 帯広営業所 0155-25-8750
 
 ▽ 東北エリア
 青森営業所 017-732-5503
 盛岡支店 019-651-8212
 仙台支店 022-212-6450
 秋田営業所 018-831-8021
 山形支店 023-627-7222
 郡山支店 024-939-5525
 
 ▽ 関東エリア
 茨城支店 029-835-0811
 宇都宮支店 028-610-8858
 高崎支店 027-328-6450
 大宮支店 048-640-1985
 千葉支店 043-274-7341
 横浜支店 045-440-5615
 厚木支店 046-226-7240
 

 ▽ 東京エリア
 東京第1支店 03-3556-2613
 東京第2支店 03-3556-2612
 東京第3支店 03-3556-2611
 東京第4支店 03-3556-2614
 東京第５支店 03-6256-8482
 東東京第1支店 03-5746-6321
 東東京第2支店 03-5746-6311
 東東京第3支店 03-5746-6333
 東東京第4支店 03-5746-6391
 西東京第1支店 03-5321-7558
 西東京第2支店 03-5321-7672
 西東京第3支店 03-5321-7673
 立川支店 042-528-6811
 南東京第1支店 03-5746-6335
 南東京第2支店 03-5746-6474
 南東京第3支店 03-5746-6334
 中央東京第1支店 03-5746-6308
 中央東京第2支店 03-5746-6323
 中央東京第3支店 03-5746-6331
 中央東京第４支店 03-5746-6434
 コンシューマ第1支店 03-5746-6421
 コンシューマ第2支店 03-5746-6424

 モバイル・クラウド営業
 1グループ 03-5746-6289
 2グループ 03-5746-6293
 
 ▽ 中部エリア
 新潟支店 025-240-0161
 長岡営業所 0258-31-2351
 富山支店 076-444-1260
 金沢支店 076-263-2461
 福井支店 0776-28-0955
 甲府支店 055-221-3350
 松本支店 0263-31-8722
 長野支店 026-291-8544
 岐阜支店 058-265-5418
 静岡支店 054-202-0325
 沼津営業所 055-954-3011
 浜松支店 053-456-0661
 名古屋第1支店 052-202-6371
 名古屋第2支店 052-202-6372
 名古屋第3支店 052-202-6378
 刈谷支店 0566-23-1131
 四日市支店 059-352-0448

 ▽ 関西エリア
 中央大阪第１支店 06-4707-8131
 中央大阪第２支店 06-4707-8135
 中央大阪第３支店 06-4707-8133
 中央大阪第４支店 06-4707-8134
 中央大阪第５支店 06-4707-8132
 中央大阪第６支店 06-4707-8136
 中央大阪第７支店 06-4707-8137
 関西第１支店 06-4707-8138
 関西第２支店 06-4707-8109
 コンシューマ第１支店 大阪営業所　　 
  06-4707-8030
 京都支店 075-253-0170
 神戸支店 078-392-2650
 姫路支店 079-288-6881
 滋賀営業所 077-510-1633
 和歌山営業所 073-425-2371
 
 ▽ 中国エリア
 鳥取支店 0857-37-1230
 松江支店 0852-27-1621
 岡山支店 086-235-1710

 広島第1支店 082-511-7735
 広島第2支店 082-511-7736
 山口支店 083-974-5060
 
 ▽ 四国エリア
 徳島営業所 088-622-9821
 高松支店 087-811-0232
 松山支店 089-947-6379
 高知営業所 088-820-5510
 
 ▽ 九州・沖縄エリア
 福岡第1支店 092-433-5621
 福岡第2支店 092-433-5630
 北九州支店 093-512-6760
 佐賀支店 0952-22-2171
 長崎支店 095-829-0266
 熊本支店 096-211-8501
 大分支店 097-538-9230
 宮崎支店 0985-35-8715
 鹿児島支店 099-227-2071
 沖縄支店 098-860-0530

https://www.idaten.ne.jp/

https://www.idaten.ne.jp/

mobile

DIS公式Facebookページ DIS公式YouTubeチャンネルコーポレートサイト



のご紹介

01 探す・購入する

02 03

DISが取り扱っている約210万アイテムの商品データ
ベースから、簡単にお求めの商品を検索いただけます。

P.04商品検索

P.10

検索した商品の見積書をその場で作成することができ
ます。見積を利用して簡単にご注文いただけます。

P.05見積書作成・オンライン発注

ソフトウェアライセンスの見積、ご購入などを、安心して
進めていただける機能をご用意しています。

P.06ソフトウェアに関する機能

メーカーごとにPCやサーバーのカスタマイズから見
積、ご注文までをスムーズにご利用いただける機能を
ご用意しています。

P.07カスタマイズ見積

お得な商材を掲載しています。パソコンや周辺機器を
はじめ、幅広いカテゴリーの商材をご用意しております。

P.07セール・キャンペーン

ナビゲーション
「探す・購入する」「提案する」「知る・学ぶ」の３つの区分
で、どのページからでも目的のページにアクセスしやすい
メニュー表示にしています。

販売支援情報
お客様への提案・販売・サポートを支援する情報を、各メー
カー・テーマごとに掲載しています。

P.14

あなたへのおすすめ
今、是非ご覧いただきたい記事やソリューションを紹介して
います。

営業からのご案内
DIS営業担当が貴社にお届けしたい情報を掲載しています。

What’s New

iDATEN（韋駄天）上の新着情報を掲載しています。

DiSソリューションファインダー
お客様（エンドユーザー）の課題を解決するソリューションを
多数掲載しています。

イベント・セミナー
全国で行われるDIS主催イベントを紹介しています。展示会
やセミナーの開催情報を開催地区ごとにご案内します。
このコーナーから参加申し込みも可能です。

02 提案する
P.08DiSソリューションファインダー
P.10販売支援情報

03 知る・学ぶ

iDATEN（韋駄天）オリジナル記事をはじめとしたビジネ
スに役立つ最新情報をお届けします。

P.11記事・ニュース

旬な製品やソリューションの知識や提案スキル、設定
ノウハウなどをVODで受講いただけます。

P.12iDATEN（韋駄天） 動画ライブラリー

iDATEN（韋駄天）の商品情報と連動してECショップを
運営できるiDATEN（韋駄天）Plusや iDATEN（韋駄天）
EX2などの紹介をしています。

iDATEN（韋駄天） 連携サービス

マルチデバイス対応※の iDATEN（韋駄天）はさまざまなシーンで
パートナーの皆様の情報収集、営業活動、仕入業務を支援します

＞ DiSソリューションファインダー
お客様先で
タブレットを使って
ソリューションの提案に タブレット対応で画面全体を使って提案にご利用いただけ

ます。また、お気に入り登録により事前準備もできます。

おすすめコンテンツ

P.13

P.12

P.08

例えば…

＞ セール・キャンペーン
オフィスで
PCを用いての
商品検索・見積・受発注に カテゴリ別、メーカー絞り込みにより目的の商品を簡単に探す

ことができます。

おすすめコンテンツ例えば…

＞ 記事・ニュース
移動中に
スマートフォンで
最新IT情報の入手を iDATEN（韋駄天）オリジナル記事に加え、PC-Webzineなど

さまざまな媒体の記事を読むことができます。

おすすめコンテンツ例えば…

※2019年3月現在では一部のコンテンツのみマルチデバイス対応となっています。コンテンツによりスマートデバイスで閲覧した場合にPC用画面が表示される場合があります。ご了承ください。

※DISとのお取引内容により、一部メニューが表示されない場合があります。



のご紹介

01 探す・購入する

02 03

DISが取り扱っている約210万アイテムの商品データ
ベースから、簡単にお求めの商品を検索いただけます。

P.04商品検索

P.10

検索した商品の見積書をその場で作成することができ
ます。見積を利用して簡単にご注文いただけます。

P.05見積書作成・オンライン発注

ソフトウェアライセンスの見積、ご購入などを、安心して
進めていただける機能をご用意しています。

P.06ソフトウェアに関する機能

メーカーごとにPCやサーバーのカスタマイズから見
積、ご注文までをスムーズにご利用いただける機能を
ご用意しています。

P.07カスタマイズ見積

お得な商材を掲載しています。パソコンや周辺機器を
はじめ、幅広いカテゴリーの商材をご用意しております。

P.07セール・キャンペーン

ナビゲーション
「探す・購入する」「提案する」「知る・学ぶ」の３つの区分
で、どのページからでも目的のページにアクセスしやすい
メニュー表示にしています。

販売支援情報
お客様への提案・販売・サポートを支援する情報を、各メー
カー・テーマごとに掲載しています。

P.14

あなたへのおすすめ
今、是非ご覧いただきたい記事やソリューションを紹介して
います。

営業からのご案内
DIS営業担当が貴社にお届けしたい情報を掲載しています。

What’s New

iDATEN（韋駄天）上の新着情報を掲載しています。

DiSソリューションファインダー
お客様（エンドユーザー）の課題を解決するソリューションを
多数掲載しています。

イベント・セミナー
全国で行われるDIS主催イベントを紹介しています。展示会
やセミナーの開催情報を開催地区ごとにご案内します。
このコーナーから参加申し込みも可能です。

02 提案する
P.08DiSソリューションファインダー
P.10販売支援情報

03 知る・学ぶ

iDATEN（韋駄天）オリジナル記事をはじめとしたビジネ
スに役立つ最新情報をお届けします。

P.11記事・ニュース

旬な製品やソリューションの知識や提案スキル、設定
ノウハウなどをVODで受講いただけます。

P.12iDATEN（韋駄天） 動画ライブラリー

iDATEN（韋駄天）の商品情報と連動してECショップを
運営できるiDATEN（韋駄天）Plusや iDATEN（韋駄天）
EX2などの紹介をしています。

iDATEN（韋駄天） 連携サービス

マルチデバイス対応※の iDATEN（韋駄天）はさまざまなシーンで
パートナーの皆様の情報収集、営業活動、仕入業務を支援します

＞ DiSソリューションファインダー
お客様先で
タブレットを使って
ソリューションの提案に タブレット対応で画面全体を使って提案にご利用いただけ

ます。また、お気に入り登録により事前準備もできます。

おすすめコンテンツ

P.13

P.12

P.08

例えば…

＞ セール・キャンペーン
オフィスで
PCを用いての
商品検索・見積・受発注に カテゴリ別、メーカー絞り込みにより目的の商品を簡単に探す

ことができます。

おすすめコンテンツ例えば…

＞ 記事・ニュース
移動中に
スマートフォンで
最新IT情報の入手を iDATEN（韋駄天）オリジナル記事に加え、PC-Webzineなど

さまざまな媒体の記事を読むことができます。

おすすめコンテンツ例えば…

※2019年3月現在では一部のコンテンツのみマルチデバイス対応となっています。コンテンツによりスマートデバイスで閲覧した場合にPC用画面が表示される場合があります。ご了承ください。

※DISとのお取引内容により、一部メニューが表示されない場合があります。



01 探す・購入する

04 05※DISとのお取引内容により、一部メニューが表示されない場合があります。

商品検索 見積書作成・オンライン発注
検索方法

商品検索条件入力

カート

見積書作成・印刷

ご注文

注文状況検索

注文状況検索（結果一覧）

注文状況（詳細）

商品検索結果一覧

在庫・仕切金額・スペック情報や
オプション機器情報も簡単に確認！

関連するコンテンツも検索結果に表示

商品検索結果一覧

カート

スペック表をP D Fで出力可能！
見積書の補足資料としてもご活用いただけます
基本的なスペックはもちろん、グリーン購入に必要な環境情報も
表示。スペック詳細情報を複数並べた比較表も作成できます。

メーカー型番、商品コード、JANコードから検索する「コード検索」
や、キーワードの部分一致によるあいまい検索が可能な「フリー
ワード検索」から、iDATEN（韋駄天）でお取り扱いのある商品を
検索することができます。
「発売日指定」「商品条件」「カテゴリ」「メーカー」「スペック」などの
条件を追加すれば、更に絞り込んだ検索も可能です。
検索結果はリアルタイムで件数表示されます。

〈 たくさんの商品を一度に検索するには 〉
「商品情報一括検索」は、商品コードやメーカー型番を最大100
商品まで一括で検索することができます。
Excelやテキストなどのリストからコピー&ペーストもできるので、
効率的に商品を探すことができます。

スペック詳細情報

検索した商品はカートに保管！
ご希望の商品をカートに一時的に保管できます。また、カート
に入れた商品は一覧で表示され、ワンクリックで見積・注文
画面へと遷移します。

検索条件保存・お気に入り

便利なパーソナライズ機能！
保存したお気に入りの条件を呼び出せば、簡単に最新の検索
結果が得られます。頻繁に発注される消耗品や、毎回チェッ
クする検索条件がある方にはとても便利な機能です。

見積書作成・印刷

貴社からお客様宛の見積も簡単作成！
カートから簡単に見積書を作成できます。見積書は12か月保存
され、いつでも呼び出すことができ、再発行やご注文も簡単に
できます。さらに、お客様用見積書の成り代わり作成も可能です。

ご注文

手間いらずの簡単オンライン発注！
お届け先情報を入力いただくだけで、簡単に発注が完了します。
なお、事前にご登録いただいているお届け先であれば、情報
を呼び出して利用できるので、スムーズにご登録いただけます。
荷元は自由に設定・保存できます。発注承認機能を利用すると、
2段階までの承認設定も可能です。

注文状況検索

発注した商品を一覧で表示！
ご注文履歴をあらゆる条件で検索可能です。 
　▶  ご注文日・出荷日の期間指定から検索 
　▶  ご注文No.・商品型番から検索 
　▶  出荷状況から検索
また、表示される検索結果では、iDATEN（韋駄天）はもちろん、 
FAXなどその他すべてのご注文履歴をご確認いただけます。 

注文状況（詳細）

発注商品の状態が一目でわかる！
ご注文された商品の入荷予定日・出荷日・配送状況などをご
確認でき、納期管理もスムーズに実施いただけます。
※出荷前の情報については目安であり、やむを得ず変更する可能性がございます。
　何卒ご了承ください。

スペック詳細情報

オプション検索
おすすめの商品を自動表示

コンテンツ検索

コレは
便利!

コレは
便利!
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06 07※DISとのお取引内容により、一部メニューが表示されない場合があります。

01 探す・購入する

Arcserve Japan、アクロニス、アドビシステムズ、 オートデスク、ジャストシステム、
トレンドマイクロ、マイクロソフト、レッドハット

ソフトウェアに関 する機 能 カスタマイズ 見 積

セール ・キャンペーン

ライセンス構成・見積ツール

ソフトウェアライセンスを
正確に選定いただけます！
ソフトウェアライセンスを各社のプログラムに準じて検索、選
定、見積ができます。初めて購入する場合でも、ガイダンスに
沿いながら適切に構成できます。また、見積作成前に構成を
チェックするので、構成誤りを回避できます。

カスタマイズモデル見積

メーカーの B TO ･ CTO サイトとの
連 携を実 現！
各メーカーの構成作成システムと連携することで、パソコンの
スペックや付随するサービスを選択した後に、iDATEN（韋駄
天）上で見積を作成いただくことができます。もちろん、見積
いただいた商品をiDATEN（韋駄天）上からご注文いただくこ
とができます。スペックにこだわったパソコンを選定する際も、
是非 iDATEN（韋駄天）を活用ください。

セール品

期間限定で普段より安くなっている商材をまとめて掲載してい
ます。カテゴリやメーカーで絞り込むこともできますので、お
探しの商品を見つけやすくなっています。お買い得の商材は
随時更新されますので、定期的にチェックしてください。

対象メーカー  2019年3月時点

HP、NEC、EPSON、TEKWIND（Supermicro）、DELL、dynabook、VAIO、
Panasonic、富士通、マウスコンピューター、lenovo、Logitec

※構成作成のみ可能で、見積作成・注文まではご利用いただけないメーカーもございます。

対象メーカー  2019年3月時点

Webフォーム入力対応 ▶ アドビシステムズ、トレンドマイクロ、マイクロソフト
ファイルアップロード対応 ▶ Arcserve Japan、アクロニス、アドビシステムズ、インターコム、エフセキュア、エムオーテックス、応研、カスペルスキー、 キヤノンITソリューションズ

（EDI-Master製品）、ジャストシステム、ソースネクスト、デジタルアーツ、トレンドマイクロ、ネオジャパン、マイクロソフト、メガソフト、モリサワ、弥生、ラネクシー、レッドハット

ライセンス申請書提出ツール

ソフトウェアのライセンス申請書を
iDATEN（韋駄天）にアップロード！
Excelなどで作成した申請書をiDATEN（韋駄天）にアップロード
し、DISに送付いただけます。また、一部のメーカーはWebフォー
ムで申請書を作成できます。エンドユーザーや貴社の情報を登録
いただくとその情報を呼び出せるので、入力の手間を減らせます。

対象メーカー  2019年3月時点

アドビシステムズ、 オラクル、マイクロソフト

ライセンス証書発行ツール

納 品したライセンス証 書を保 管します！
納品したライセンス証書を、エンドユーザー名で検索でき、ダ
ウンロードしたり、エンドユーザーにメールで送信することが
できます。エンドユーザーが証書を紛失した際の再発行や、
納品先の確認がすぐにできます。

対象メーカー  2019年3月時点

Arcserve Japan、Adobe Systems、インターコム、AOSデータ、エフセキュア、応研、
Kaspersky、キヤノンITソリューションズ、サイオステクノロジー、サイボウズ、
ジャストシステム、デジタルアーツ、トレンドマイクロ、ネオジャパン、ネットジャパン、マイクロソフト、メガソフト、モリサワ、弥生、ラネクシー、レッドハット

メーカー選択

共通申請入力

ライセンス証書のダウンロード

申請書ライブラリ検索

構成確認

B TO ･CTO製品もi D AT E N（韋駄天）におまかせ！

特価商材やおすすめ商品を探せます！

特選カタログONLINE

今が旬のDIS厳選商材を紹介する「特選カタログ」の情報を
iDATEN（韋駄天）で確認できます。即納可能な商品やおすす
めモデルの在庫を確認してカートに入れれば、そのままお見
積・ご発注することができます。

構 成ミスを防
ぐため注意事
項や エラーを
表示します

申請書ライブラリ検索

購入に必要な申請書がすぐに検索可能！
ソフトウェアライセンスの申請書を検索・ダウンロードできる機
能です。ソフトウェアの商品コード、メーカー名、ユーザー業
種などから検索できます。

対象メーカー  2019年3月時点
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ソリューション検索 ソリューション詳細

08 09

そのお悩み、「D i Sソリューションファインダー」が解決します

DISがご紹介するさまざまなソリューションを、
DiSソリューションファインダーに集約 ! !
各ソリューションは、お客様の「業種」「目的・課題」、貴社の提
案したい「カテゴリ」「メーカー」ごとに検索可能。各ページにて、
ご提案に必要な情報を記載しています。

その 1　新規商談を創出！
DiSソリューションファインダーは、さまざまなお客様の課題や業
種から最適なソリューションを検索いただけます。お客様の業種
に合わせてご提案いただくことで、お客様自身が気づいていな
い課題を貴社と一緒に発見することができ、貴社主導の新規商
談の創出が期待できます。

その 2　ビジネスチャンスを拡大！
ソリューションを構成する各製品の詳細や、お客様へのご提案を
想定したイメージ図などをご用意しているため、ソリューションをす
ぐに提案することができます。提案資料を作成していた時間をお
客様訪問に割くなど、時間を有効活用し、ビジネスチャンスの拡
大を支援いたします。

02 提案する

D i Sソリューションファインダー
貴社の提案活動の幅を広げ

効率性向上のご支援をいたします !

お客様から課題解決の
相談を受けたが提案すべき
ソリューションが見つからない

お客様の業種に合った旬な提案を
行いたいが何が良いかわからない

提案の準備に時間と労力を
取られてしまう

こんなお悩み
ありませんか

お客様貴社
貴社

お客様の課題に応じたソリューション提案をサポートする。
それが、DiSソリューションファインダーです。
各検索機能から素早くお客様にマッチするソリューションを探し出し、ご提案いただくこ
とができます。

提案

相談・依頼

D i Sソリューションファインダー   2つの特徴

ソリューション情報を続々掲載中 !

！

？

Plan

A
Plan

B
Plan

C
Plan

D

お客様貴社

資料ダウンロード

対象属性情報
ソリューションごとに設定された、
業種、目的・課題、カテゴリなど
の属性情報が確認できます。

解決できる問題
企業が抱えている課題とその課
題を解決することにより期待でき
る効果をご紹介します。

具体的説明
提案ポイントや製品構成などに
ついて、図やイラストを交えてご
説明します。

お問い合わせ
掲載コンテンツに関して質問や案件
相談を簡単に行うことができます。

提案資料
お客様のもとへそのままお持ち
いただける提案資料をご用意し
ています。その他、導入事例、
商品の価格・在庫検索、ソリュー
ション紹介ムービー、メーカー担
当者のコメントなど、お役立ち
情報が満載です！

フリーワードだけでなく、業種、目的・課題、
カテゴリなど、さまざまな角度から検索を
行うことができます。

製品リーフレットや詳細資料、事例などを
まとめて検索し、ダウンロードすることが
できます。

DiS
ソリューション
ファインダー
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03 知る・学ぶ

皆様のビジネスのお役に立つ情報を、
幅広くお届けします！

便利な機能やおすすめコンテンツを
韋駄天ニュースから発信しています！

てんなび  -韋駄天ナビゲーション-

記事・ニュース

iDATEN（韋駄天）オリジナル記事をはじめとしたビジネスに役
立つ最新情報をお届けします。PC-Webzineやスマートワーク
総研、文教などといったDISがお届けする情報をiDATEN（韋駄
天）でまとめてチェックすることもできます。スマートフォンでも
閲覧できますので、一日のはじまりや移動時間での情報収集に
是非ご利用ください。

韋駄天ニュース　｜　DISが独自に取材した記事や、ビジネス
トレンドに合った旬の商品・サービスの情報をお届けします。

担当者コラム　｜　DISのシステムエンジニアが最新の製品や
技術の情報を分かりやすくお届けします。

PC-Webzine　｜　DISが発刊するITビジネス情報誌 
「PC-Webzine」をデジタルブックでご覧いただけます。

教育ICT総合サイト　｜　ICTを推進する学校様、教育委員会様
や各教育関係者様への取材記事をお届けします。

スマートワーク総研　｜　働き方をスマートにするためのヒント
をお届けします。

主なメディア、掲載内容

「てんなび」はiDATEN（韋駄天）をご利用の際に、是非使っていただ
きたい便利な機能や、見ていただきたいおすすめのコンテンツをご
紹介しているコーナーです。おすすめポイントや実際のページ遷移を
分かりやすく解説しています。

■ 公開中のてんなび（一部抜粋）
・在庫がある商品の便利な探し方  「商品条件で絞り込み」
・Excelデータからまとめて検索  「商品情報一括検索」
・手軽にできるライセンスの申請・管理  「ライセンス申請書提出」ほか
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iDATEN（韋駄天）をもっと便利に使うには

02 提案する

SD-WAN販売支援サイト ヴイエムウェア販売支援サイト メーカー資料室
SD-WAN販売支援サイトでは、SD-WAN
（Software Defined WAN）の特長や機能、
ご活用シーンについて分かりやすく解説してい
ます。また、各メーカーのSD-WAN製品の機
能比較表や、購入方法、ハードウェアスペック、
ライセンス体系をまとめて掲載しています。ご
提案の際にお役立てください。

D I Sがこれまで蓄積してきた販売ノウハウをご提供し、
提案活動をご支援します！

各販売支援情報では、商品や市場の概要、ご提案資料、メー
カーとのパートナー制度と多岐にわたり情報を発信し、貴社の
ビジネスやユーザー様へのご提案をサポートします。 

ヴイエムウェア販売支援サイトでは、パートナー
制度を始めとした販売に必要な基礎情報、各
製品の特長や提案に役立つ資料など、VMware
製品を拡販いただくための各種情報を提供して
います。また、イベントやトレーニングのお申し
込みやお問い合わせを受け付けています。
VMware製品の拡販にお役立てください。

各メーカーの製品カタログ・提案資料・申請書・
メーカー問い合わせ先など、貴社の営業活動
や仕入れ業務に役立つ、最新の資料をまとめ
て掲載しています。掲載メーカーは随時追加さ
れますので、定期的にチェックいただき、貴社
の業務効率化に是非ご活用ください。

販売支援情報

注目度の高い製品の特設サイトをご用意

現在公開中の販売支援サイト（一部抜粋）

メーカー別（五十音順）
● Apple
● アドビシステムズ
● ヴイエムウェア
● HPE

● ピー・シー・エー
● マイクロソフト
● Microsoft Surface

● オートデスク
● シスコシステムズ
● Dell EMC
● ネットアップ

DISオリジナルサービス
● iKAZUCHI（雷）-サブスクリプション管理ポータル-
● DIS Partner Center for Microsoft 365
● Windowsモバイルビジネスセンター
● DIS mobile（通信サービス）
● DISクラウドセキュリティサービス
● DISが提供するサービス＆サポート

テーマ別
● SD-WAN
● ハイパーコンバージド
 インフラストラクチャ
● サーバー
● Windows 10 移行促進

● 文教（K-12）
● Cisco・VMware・NetApp
 エンジニア・技術者向け情報まとめ
● ソフトウェア
● 情報セキュリティ対策

市場のニーズに沿って販売支援情報を展開し、貴社のビジネスチャンスを拡大します。
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iDATEN（韋駄天）をもっと便利に活用する機能

私は営業です

M yプロフィール関心分野

営業からのご案内

M yプロフィールに登録いただいた情報をもとに、
お客様に最適な情報をお届けします！

D I S営業担当から貴社向けの
特別なご案内をいたします！

情報をお届けする方法

関心分野の登録及び更新方法

お知らせメールの受信方法

PickUpContents　｜　関心分野に応じたオススメのコンテ
ンツや機能をログイン後のトップページでご案内します。
お知らせメール　｜　iDATEN（韋駄天）に掲載している情報を
お客様の関心に応じてメルマガでお届けします。
※別途、Myプロフィール情報のメール受信設定の「弊社からのお知らせメール」を【受信する】
に設定いただく必要があります。

DIS営業担当からキャンペーン情報やメッセージなど、貴社に
向けたご案内を掲載しています。

営業向け
キャンペーン情報

製造業
導入事例紹介

今、製造業向けの
提案が多いです

プロフィール・管理メニューの【Myプロフィー
ル設定】をクリック。1 【関心分野の変更】のボタンをクリック。2 関心のある項目にチェック。　 【確定】ボタン

から登録・更新を完了してください。3

iDATEN（韋駄天）上部の管理メニューから、
【プロフィール・管理メニュー】をクリック。1 【変更画面へ】のボタンをクリックします。2 メール受信設定の【弊社からのお知らせ

メール】にチェックを入れ、【確定】ボタンから
登録・更新を完了してください。

3

赤いアイコンが表示さ
れましたら、「DIS営業
担当からのご案内」を
是非ご覧ください。

03 知る・学ぶ

iDATEN（韋駄天）動画ライブラ
リーには、iDATEN（韋駄天）の基
本的な機能や便利な使い方をご
紹介する動画もご用意しています。
iDATEN（韋駄天）をもっと使いこ
なすために、是非ご活用ください。

iDATEN（韋駄天）の機能や使い方を紹介する動画も

製品知識、提案スキル、設定ノウハウなど、
動画でご提供します！

D I Sが全国で開催するイベントを、
まとめてご紹介します！

iDATEN（韋駄天） 動画ライブラリー

イベント情報

イベント情報の検索条件
イベントの開催地域や出展メーカーで絞り込むことができるので、
目的に合ったイベントが探しやすくなっています。
＞ 開催地域から探す
＞ 開催スタイルから探す
＞ メーカー名から探す

イベント情報を掲載
DISわぁるど、ICT EXPOをはじめとする展示会や、メーカー
から講師を招き開催するセミナー、トレーニングなど、DISが
全国で行っているイベントを一括でご覧いただけます。セミナー
の詳細な内容や、参加お申込みもこちらの画面からご覧いた
だけます。

iDATEN（韋駄天）で視聴可能な動画をポータル化
製品やサービスの詳しい説明や販売ノウハウの紹介、メーカー協
業セミナーなど、動画で分かりやすくご紹介しています。DiSソ
リューションファインダーやDIS公式YouTubeに掲載の動画もまと
めて掲載しています。動画はフリーワード、カテゴリやメーカー名
で探すことができますので、手軽に視聴することができます。営
業活動促進やスキルアップにぜひご活用ください。
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iDATEN（韋駄天）をもっと便利に活用する機能 iDATEN（韋駄天）の歩き方
たくさんの情報の中から、自分に必要な情報を探したい!!  どのページを見たら役立つだろう?
業種のご要望に合わせたiDATEN（韋駄天）のおすすめコーナーをまとめました。是非ご活用ください。

お客様への提案力を高めたい!

＞「販売支援情報」には提案に役立つ資
料が数多く揃っています。
＞「DiSソリューションファインダー」では
各種ソリューション検索や提案資料の
ダウンロードが可能です。
＞「イベント情報」で旬なソリューションの
情報を入手できます。

p.10

p.08

お得な情報を集めたい!

＞「セール品・キャンペーン」でお買い得な
商品をまとめて紹介しています。

営業

業務工数を削減して営業活動に
注力したい!

＞「DiSソリューションファインダー」で効率的に提
案するソリューションの検索が可能です。
＞「ライセンス構成・見積ツール」で見積作成
の効率化が可能です。

p.08

p.06

営業

営業

p.07

見積業務を効率的に行いたい!

＞「お客様用見積」で簡単にお客様向け見積
の発行や管理を行うことができます。 
＞「カスタマイズモデル見積」で各社のPC・
サーバーの構成を手軽に組み、見積を行う
ことができます。

購買

p.05

p.07

受発注業務の効率化を図りたい!

＞「注文状況検索」で注文履歴や出荷状況の確
認ができます。 
＞「テキストインポート注文」で最大100件まで
の商品を一括で注文できます。
＞「注文承認権限設定」で承認ルートの設定が
できます。また、タブレットやスマートフォン
でも承認処理が可能です。

購買

p.05

スキルを向上させたい!

＞「販売支援情報」にはDISがこれまで蓄積した技
術資料を多く揃えています。 
＞「イベント情報」で旬なソリューションセミナーや
ハンズオンセミナーの紹介をしています。
＞「動画ライブラリー」ではさまざまな製品について
動画で分かりやすく知ることができます。

S E

多岐にわたるお客様への
サポート要件に対応したい!

＞「DISが提供するサービス&サポート」で
は各種導入・運用支援をワンストップで
提供しています。　
＞「オンライン修理受付」で修理依頼や進
捗確認を行うことができます。
＞「DiSソリューションファインダー」では課
題で検索ができ、要望にあった提案を
行うことができます。

S E

機器構成作成・検証業務を
効率化したい!

＞「カスタマイズモデル見積」で各社の
PC・サーバーの構成を手軽に組み、
見積を行うことができます。 
＞「販売支援情報」では見積に必要な構成
の情報や、問い合わせ窓口の紹介、
検証用機器貸し出し情報などを掲載し
ています。 

S E

p.07

p.05

複雑なライセンス販売を
効率良く正確に行いたい!

＞「ライセンス構成・見積ツール」で手軽にライセン
スの構成見積を組むことができます。 
＞「ライセンス購入ガイド」で各メーカーのライセ
ンス情報を掲載しています。
＞「ライセンス申請書提出」で申請書の提出がで
きるだけでなく、これまでの申請書の管理も
できるため、効率化を図れます。 

購買

p.06

p.06

p.10

p.10

p.08

p.12

p.12

p.12

p.10

お気に入り

あなたへのおすすめ・ランキング

商品や記事（情報）ページをブックマークできます！

記事やソリューションを賢くオススメします！

商品をブックマーク
ブックマークする商品にチェックを入れて、お気に入りへの追加
ボタンを押し、商品情報を保管しておくリストを選択いただけれ
ば簡単にブックマークができます。
移動中にスマートフォンでチェックした商品を後日PCで見積した
り、後でチェックしたい特価商材を取りあえずお気に入りに登録し
ておいたり、iDATEN（韋駄天）をもっと便利にする機能です。

記事をブックマーク
移動中に後で読みたい記事ページや、後日お客様へ提案した
いソリューションをブックマークしておき、お気に入りから簡単
に呼び出すことができます。情報収集にお役立てください。

あなたへのおすすめ
お客様のご利用状況に合わせて、iDATEN（韋駄天）のトップ
ページにおすすめの記事やソリューションを先回りしてご紹介
します。

ランキング
人気のソリューションや記事をランキング形式でご紹介してい
ます。上位のランキングをチェックいただけば、手軽にビジネス
トレンドに沿った情報収集を行うことができます。

これ以外にも業務効率化につながるさまざまな使い方を
「てんなび」で紹介しています。是非ご覧ください。i
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i D AT E N（韋 駄 天 ）が 貴 社のビジネスを加 速させます

お客様（エンドユーザー） 貴　社 メーカー

ビジネスの推進力 
＞ エンドユーザーの課題解決を迅速化
＞ お客様の潜在的ニーズを発掘
＞ 新たなマーケット開拓でビジネスを拡大

iDATEN（韋駄天）機能
＞ DiSソリューションファインダー
＞ 販売支援情報
＞ 記事・ニュース

1,200メーカーからの情報
＞ 提案ツール ＞ 技術支援情報
＞ 導入事例 ＞ 販促企画
＞ スキルアップ情報

：0120-57-0112　携帯電話・PHSからは：06-6733-6565

https://www.idaten.ne.jp/

商品検索

貴　社

お客様（エンドユーザー）

発注・見積 納期確認
DIS物流

3万アイテム
の在庫

210万アイテム
の商品データベース

2 1 0 万アイテムの 商 品データベースからの 検 索・発 注・納 期 確 認

※このカタログに掲載の情報は2019年3月現在のものです。　※このカタログに掲載の内容と、実際の表示内容とでは異なる場合があります。
※DISとのお取引内容により、一部メニューが表示されない場合があります。

全国に広がるDISネットワーク お問い合わせはDISの各支店まで

操作などのお問い合わせは iDATEN（韋駄天）コールセンター まで 電話受付時間　9:00 ～ 20:00

 ▽ 北海道エリア
 札幌支店 011-242-4236
 旭川営業所 0166-27-0022
 函館営業所 0138-51-5769
 帯広営業所 0155-25-8750
 
 ▽ 東北エリア
 青森営業所 017-732-5503
 盛岡支店 019-651-8212
 仙台支店 022-212-6450
 秋田営業所 018-831-8021
 山形支店 023-627-7222
 郡山支店 024-939-5525
 
 ▽ 関東エリア
 茨城支店 029-835-0811
 宇都宮支店 028-610-8858
 高崎支店 027-328-6450
 大宮支店 048-640-1985
 千葉支店 043-274-7341
 横浜支店 045-440-5615
 厚木支店 046-226-7240
 

 ▽ 東京エリア
 東京第1支店 03-3556-2613
 東京第2支店 03-3556-2612
 東京第3支店 03-3556-2611
 東京第4支店 03-3556-2614
 東京第５支店 03-6256-8482
 東東京第1支店 03-5746-6321
 東東京第2支店 03-5746-6311
 東東京第3支店 03-5746-6333
 東東京第4支店 03-5746-6391
 西東京第1支店 03-5321-7558
 西東京第2支店 03-5321-7672
 西東京第3支店 03-5321-7673
 立川支店 042-528-6811
 南東京第1支店 03-5746-6335
 南東京第2支店 03-5746-6474
 南東京第3支店 03-5746-6334
 中央東京第1支店 03-5746-6308
 中央東京第2支店 03-5746-6323
 中央東京第3支店 03-5746-6331
 中央東京第４支店 03-5746-6434
 コンシューマ第1支店 03-5746-6421
 コンシューマ第2支店 03-5746-6424

 モバイル・クラウド営業
 1グループ 03-5746-6289
 2グループ 03-5746-6293
 
 ▽ 中部エリア
 新潟支店 025-240-0161
 長岡営業所 0258-31-2351
 富山支店 076-444-1260
 金沢支店 076-263-2461
 福井支店 0776-28-0955
 甲府支店 055-221-3350
 松本支店 0263-31-8722
 長野支店 026-291-8544
 岐阜支店 058-265-5418
 静岡支店 054-202-0325
 沼津営業所 055-954-3011
 浜松支店 053-456-0661
 名古屋第1支店 052-202-6371
 名古屋第2支店 052-202-6372
 名古屋第3支店 052-202-6378
 刈谷支店 0566-23-1131
 四日市支店 059-352-0448

 ▽ 関西エリア
 中央大阪第１支店 06-4707-8131
 中央大阪第２支店 06-4707-8135
 中央大阪第３支店 06-4707-8133
 中央大阪第４支店 06-4707-8134
 中央大阪第５支店 06-4707-8132
 中央大阪第６支店 06-4707-8136
 中央大阪第７支店 06-4707-8137
 関西第１支店 06-4707-8138
 関西第２支店 06-4707-8109
 コンシューマ第１支店 大阪営業所　　 
  06-4707-8030
 京都支店 075-253-0170
 神戸支店 078-392-2650
 姫路支店 079-288-6881
 滋賀営業所 077-510-1633
 和歌山営業所 073-425-2371
 
 ▽ 中国エリア
 鳥取支店 0857-37-1230
 松江支店 0852-27-1621
 岡山支店 086-235-1710

 広島第1支店 082-511-7735
 広島第2支店 082-511-7736
 山口支店 083-974-5060
 
 ▽ 四国エリア
 徳島営業所 088-622-9821
 高松支店 087-811-0232
 松山支店 089-947-6379
 高知営業所 088-820-5510
 
 ▽ 九州・沖縄エリア
 福岡第1支店 092-433-5621
 福岡第2支店 092-433-5630
 北九州支店 093-512-6760
 佐賀支店 0952-22-2171
 長崎支店 095-829-0266
 熊本支店 096-211-8501
 大分支店 097-538-9230
 宮崎支店 0985-35-8715
 鹿児島支店 099-227-2071
 沖縄支店 098-860-0530

https://www.idaten.ne.jp/

https://www.idaten.ne.jp/

mobile

DIS公式Facebookページ DIS公式YouTubeチャンネルコーポレートサイト


