
【カラーエクスプレス】とは
外壁の塗り替えやサイディングの張り替えができるカラーシミュレーションシステムです。
iPhone や iPad と連携して施主様にアピールすることができます。

Ver.9



特　　長

オートマスキング 実際の塗料糸を搭載 セキュアな環境
オートマスキング機能により、面倒な
マスキングも自動でできます。

実際の塗料色・塗料番号を搭載してい
るので、塗料発注がスムーズにできま
す。

「iTunes」を使用しないので、社内
セキュリティに影響せずにタブレット
登録やプランの送受信ができます。

自信をもって色合わせのご提案ができます

プランのしぼりこみ 配色パターン結果一覧表示

配色プランで提案力 UP

1260
プラン
標準搭載

カラーコーディ
ネーター監修

配色デザイン

カラー選択

「建物形状」768プラン
「ハナコレ」104プラン
「色イメージ」388プラン

選択

配色パターン結果
を一覧表示



多彩な活用シーン

外部スタッフと 本社と支社で ペーパーレス化

ご提案のプランが出来次第
iPad/iPhone にメールで送信。
施主様に迅速にアプローチできます。

営業担当者様が施主様宅をご訪問。施
主様と一緒に iPad でプランの確認が
できます。

外部のスタッフ様とも画像による情報
共有できるので、社内の意思疎通が
スピーディーになります。

データでやり取りができますので、本
社でプラン作成し、各地の営業所で
施主様にご提案することもできます。

iPad/iPhone によるご提案でペーパ
レス化。コストも資材も削減できます。

施主様と一緒に営業担当者様がその場
で色替えできますので、色選びが
スピーディになります。

施主様はご自宅でご家族と一緒に色替
えができるので、楽しみながら色選び
ができます。

iPad/iPhone でお好きな時間に
ゆっくりとシミュレーションプランを
ご確認いただけます。

iPad/iPhone でカラーシミュレー
ション。施主様に納得がいく色選びを
していただけます。

すぐにご提案 ゆっくりと 施主様もプラン修正

営業担当と一緒に その場で色替え ご家族と



【カラーエクスプレス】ご利用の流れ

建物を撮影 iPad/iPhone
登録

プランの作成



プランの
ご提案

1. 施主様をご訪問

2.iPad でプランのご提案

iPad でご提案
1. 施主様にプランを送信

2.iPhone でプランのご提案

iPhone でご提案



テクスチャシミュレーション 塗りパターンシミュレーション 

各種シミュレーションプラン

コピーペーストツールインテリアシミュレーション 



各種便利なツール

トリミングツール選択ツール

同色ツール 長方形グリッドツール



カラーパレット・色

カラーサーチ機能色調整機能

マイパレットカラーパレット

4,333色
標準搭載

NEW

日塗工
H~E 版
　2,544 色

菊水化学工業
カベカラー
　　1,204 色

日進産業
ガイナ
　　361 色

日本ペイント
ND色 28 色
スレート屋根用 28 色
ハナコレ 149 色

新 ND色 19 色



軒天ペイントダイレクトペイント

明るさ・コントラスト調整機能 青空ツール

各種パレット作成方法

http:



iPad 用
カラーシミュレーション

iPhone 用
カラーシミュレーション

【カラーエクスプレス】
機能拡張ツール

PC 用
カラーシミュレーション

保守 ( サポート）
【カラーエクスプレス】

368,000 円 0 円 0円

媒体

ロゴ

内容

料金
/1 台 /1 台

42,000 円
/1 年

NEW

1,000 円

製品一覧

訪問先 / 施主様ご自身でもカラーシミュレーション

※【カラーエクスプレス】では通常 iPad/iPhone9 台まで使用できます。
※【RAINBOW】はメンバー登録料、月額利用料が別途必要です。

【カラーエクスプレス】
368,000 円 ( 税抜き）

【 】
iPad 無料アプリ

【 】
iPhone 無料アプリ

カラーシミュレーションシステム



困った時も安心

42,000 円 (税抜き）
【カラーエクスプレス】保守 ( サポート )

1 年目 2年目 3年目

42,000 円

42,000 円
42,000 円

42,000 円0 円

0円

わからないことがあったら…

それでもご不明な点は…

最新版をお届け
保守期間内に新製品リリースの際は無料で最新版をお届けします。

保守料金について



タブレット端末の台数を心配しないで使える

【RAINBOW】

【RAINBOW】の特長

【RAINBOW】とは

100 台登録可能 登録解除も OK 1 台 1000 円 / 月

メンバー登録料
  30,000 円 /3 年分

月額利用料
  4,000 円

タブレット登録料
  1,000 円 /1 台

初期費用

月額費用

【RAINBOW】ご利用料金



活用シーン



ユーザー様の声

お客様への提案もスムーズ
カラーシミュレーションで顧客満足度 up

株式会社いつき家様
（三重県）

今までカラーシミュレーションは
iPad の無料アプリを使用していまし
たが、無料アプリではシミュレーショ
ンをしても外壁の汚れが目立つ為、
困っていました。カラーエクスプレ
スをお勧めされたのでHPを拝見した
ところ、弊社で困っていることはす
べて解決できると思ったので導入す
ることにしました。
購入前にデモンストレーションで操
作方法をわかりやすく説明していた
だける点が良かったです。
【カラーエクスプレス】が届いて、早
速その日のうちに 2件プランを作成
しました。FBにアップしたところ、
見てくれた方からの評判も良く、お
客様への提案もスムーズにすること
ができました。
弊社はリフォーム店の為、どうして
も外壁が汚れていたり、木や物が外
壁にかかっていることが多いですが、
外壁にかぶっている木などを消すこ
ともできる為、より一層リフォーム

後のイメージができました。
サイディングを貼ることができる点
も導入して良かったと思っておりま
す。使用して、色々感動や感想はあ
りました！

＊いつき家様 Facebook より抜粋
『本日！！
新しいカラーシミュレーションソフ
トを導入しました！
今回のソフトは外壁にかかっている
木や電柱などをトリミングで消した
り、プランもたくさん作る事ができ
ます！
11日に提案させていただくお客様の
為に、早速シミュレーションを行い
ました。
まだまだ荒い部分があるので、早く
使いこなせるようになって
住まいの外観とお客様のご希望に
合った最適な色をご提案することが
できるよう、がんばります (★'v')ﾉ』

塗り替えイメージを実際の住宅画像
で行うことができるので、お客様に
とても好評です。

操作でわからないことがあっても、
操作に関することや希望などをお伝
えするとすぐに対応してくださり誠
実な印象を受けました。

カラーシミュレーションも見せること
で、お客様もイメージがつ付きやすく
成約にも繋がってきたのでやって良
かったです。

【カラーエクスプレス】使用前

Facebookより

【カラーエクスプレス】使用後

操作でわからないことがあっても
すぐに対応

成約につながった

有限会社緑川塗装店様
（茨城県）

アクアプラザ・イノウエ竹尾店様
（新潟県）

【カラーエクスプレス】使用前 【カラーエクスプレス】使用後

【カラーエクスプレス】使用後 【カラーエクスプレス】使用後【カラーエクスプレス】使用前

【カラーエクスプレス】使用後



よくある質問



株式会社インターローカス

i -

株式会社兼六コンピュータサービス


