クラウドを通じて施主様宅でもカラーシミュレーション
営業のオンライン化を強力サポート︕

カラーシミュレーションアプリ

【カラーエクスプレス】Ver.10
施工店様のリフォーム営業の
さまざまなお悩みを解消！

接触営業は
なるべく避けたい！
オンライン化で
営業スタイルを一新したい！
色決めのご相談のための
施主様宅訪問を減らしたい!
施主様とネットを通じて
リフォームのご相談をしたい！
施主様との色イメージの
食い違いをなくしたい！
感染予防のためにも
重くてかさばるサンプル帳のやりとりを
最小限にしたい！

かんたん操作の【カラーエクスプレス】
トリミング

シミュレーションの前に建物画像の不要な部分を、さまざまな「トリミングツール」で除去。
建物画像の事前編集できれいでアピール度の高い仕上がりイメージをご提供します。
現況画像

各種「トリミングツール」
を使用し、編集すると…

置換ツール

スタンプツール

コピー・ペーストツール

消去ツール

青空ツール

マスキング

たった1分足らずでできるエリア分け「オートマスキング」は【カラーエクスプレス】ならではのイチ押し機能です！
「トリミング」で建物画像の準備ができたら、次は塗り分けのために「マスキング（エリア分け）」作業です。従来は何時間もかかったエリア分け作業も、
【カラーエクスプレス】なら、
「オートマスキング」機能によりワンクリックするだけ︕たった1 分足らずで完了です︕
オートマスキング
建物画像をワンクリックするだけで、たった 1 分足らずで、画像の色情報に応じて自動
的にエリア分けされます。エリア分け完了後でも、エリアの結合・分割や、新しいエリア
の作成など、自由にエリア編集ができます。
たった1分で
オートマスキング！

・同色ツール

複雑な形状の門扉なども、
色情報をもとに同色部分の
みを自動的に選択できる
「同色ツール」で、エリア選
択できます

現況画像

「同色ツール」使用後

・長方形グリッドツール
柵などは直線の幅と数を条
件指定して、自動的に選択
できます

ポイント指定マスキング
エリア外周をクリックしながらポイント指定し、
エリア分けすることもできます。
その際、直線的な部位は、多角形ツールや四角形
ツールのご使用をおすすめします。

エリアの形状に応じて、
オートマスキングと
ポイント指定マスキングを
使い分ければ、
さらにエリア分けが
スピーディに︕
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現況画像

「長方形グリッドツール」で一気にエリア選択

操作のながれ
トリミング

シミュレーション

マスキング

（プラン作成）

カラーシミュレーション

ご提案

配色デザイン

４つのエリア（ベースエリア・サブエリア・屋根・アクセント）にマスキングされたエリアを登録後、
絞り込み条件として「カラーイメージ」を選択すると、条件に合った配色のプランが一覧表示されます。
1. 建物の形状は？
和風

洋風

2. サッシの色は？

和洋折衷

黒系

3. お好みの色は？

茶系
白系

ビル・集合住宅

以上3つの条件・お好みを選択するだけで
ぴったりのプランを絞り込み検索

プロのカラーコーディネーター監修の
1260プランの配色デザイン の中から
アピール度
満点！

条件に合ったプランを一気に 一覧表示！

きます！
で
が
提案

配色
て
っ
も
信を

自

「日本の伝統色」
「フランスの伝統色」の
配色 388プランも！

日本ペイント様ハナカラー使用の
「ハナコレプラン」104プラン も
標準搭載！
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色にこだわるカラーシミュレーションアプリ
シミュレーション（カラー）

【カラーエクスプレス】だから、
「色」を大切にします。
「マスキング」でエリア分けが済んだら、いよいよカラーシミュレーション。豊富な塗料色で外壁・屋根等のエリアに彩色できます。
彩色後は「彩色調整機能」や「明るさ・コントラスト機能」で色調整が可能。色調整後は「カラーサーチ機能」で塗料色番号を検索でき、
お好みの塗料色番号が確認できます。

・ メーカー様塗料色（近似色）パレット
豊富な塗料色。常に最新版のパレットに更新
※《保守サポートサービス》のご契約が必要です
photo

日塗工

菊水化学工業
カベカラー
1,204色

日進産業
ガイナ
361色

！
ト搭載
ッ
レ
料色パ

りに！
が
上
な仕

える塗
使
に
すぐ

も自然

影

日本ペイント

ND 色 47 色
塗料用標準色
スレート屋根用 28 色
J~E 版
ハナコレ149 色
3,176 色
ROOMBLOOM Matte189色

（敬称略）

アステックペイント 89 色、関西ペイント 75 色、
日塗工K版 618 色のパレットも
ダウンロードしてお使いいただけます

・ 彩 色調整機能

・ マイパレット

RGB（赤、緑、青）のスケール、または HSL（色相、彩度、
輝度）のスケールを動かしてお好みの色に調整。作成した
色は保存することもできます。

たとえば…

ご利用の
メーカー様の
塗料色パレット

同系色を
まとめた
パレット

おすすめ
したい色の
パレット
スポイトツール

パソコン画面、プリンターの色調整
見本帳から
色を取り込んで
オリジナルパレット
の作成ができます

！
きます
で
も
ト追加
パレッ

施主様のお好みの色を
簡単に作成︕

・ 明るさ・コントラスト調整機能

暗い画像も「明るさ・コントラスト調整機能」を使って、より明るく、よりくっきりした自然な色合いに︕
現況画像

自然な色合いに︕
明るさ・コントラスト
調整機能で
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リ【カラーエクスプレス】
「ダイレクトペイント」や「軒天ペイント」を使って
自然な仕上がりに
逆光写真など条件の悪い建物画像や、
屋根の影になって不自然な仕上がりになりがちな軒天部分には、
「ダイレクトペイント」や「軒天ペイント」ツールで自然な色合いに調整できます。
いずれもお客様の声により追加した機能です︕

・ 軒 天 ペイント

・ ダイレクトペイント

シミュレーションした結果
光の反射が強い…

ションも
ー
レ
ュ
ミ
真のシ
ションも
逆光写
ー
レ
ュ
シミ
に！
軒天の
上がり
仕
な
自然

シミュレーションした結果
軒天部分の色合いが不自然…

ダイレクト
ペイントで

調整後

軒天ペイントで

調整後

・ カラーサーチ機能

カラースコープ

カラーパレット内にある塗料色の中で、画像表示色に最も近い色を検索でき
ます。検索した色は、カラースコープで最も近い塗料色番号を割り出すこと
が可能です。

塗料色番号

検索色

画面表示色

索！

ん検
かんた

号も

番
塗料色
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これは
使える！
！

「カラーシミュレーション」だけじゃない！
シミュレーション（テクスチャ・塗りパターン・インテリア・エクステリア）
カラーだけでなく、さまざまなシミュレーションも

外壁・屋根塗装のカラーシミュレーション以外に、サイディングのテクスチャシミュレーションや塗りパターンシミュレーション、
室内のクロス等のインテリアシミュレーション、さらに建具や看板等を貼り付けた場合のシミュレーションも可能。
細かな部分まで行き届いた仕上がりイメージを施主様へご提供できます。

テクスチャシミュレーション
タイルやストーンなどの「テクスチャ」を取りこんで、現況画像に貼り付けて「テクスチャシミュレーション」

現況画像

ここがスゴイ！

テクスチャパレット

テクスチャシミュレーション後

テクスチャの模様柄のサイズ／角度調整も自由自在！

現況画像

テクスチャの模様柄を
そのまま貼りつけると…

模様柄を小さくすると…

模様柄を大きくすると…

テクスチャシミュレーション後
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テクスチャの模様柄を
角度を変えて貼りつけると…

【カラーエクスプレス】
塗りパターンシミュレーション
刷毛やローラーなどの「塗りパターン」を取り込んで、
現況画像に貼り付け。塗りパターンの色替えもできる
「塗りパターンシミュレーション」

「塗りパターン」パレット

塗りパターンシミュレーション例

インテリアシミュレーション
外装だけでなく内装リフォームも︕
クロスや天井のテクスチャを取り込んでインテリアシミュレーション。テクスチャの模様柄のサイズや角度も変えられます。

現況画像

テクスチャパレット

インテリアシミュレーション後

エクステリアシミュレーション
店舗の看板、集合住宅の表札、ドアなど建具等の画像を
取り込んで貼り付け、施主様のお好みに応じた
よりリアルなイメージをご提案できます。

建具画像

現況画像

エクステリアシミュレーション後
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【カラーエクスプレス】は『提案力』が
ご提案

iPad・iPhoneでご提案・カラーシミュレーション！
アイカラーエクスプレス

iPadで

iPad版無料アプリ【i-COLORexpress】
i-COLORexpress

【カラーエクスプレス】から
iPad へプランデータをメール送信。
iPad 上でカラーシミュレーションしていただけます。

建物画像のエリアをタッチするだけでカラーシ
ミュレーション︕

カラーサーチ︓カラースコープで塗料色番号
を即検索︕

ダイレクトペイントで自然な仕上がり

シミュレーション結果画像でスライドショー
によるご提案も︕

類似色検索︓選択した色に近い塗料色も一覧
表示できるので、色決めがスピーディにでき
ます

トップページ
カスタマイズ例▶

アイカラーエクスプレスフォーアイフォン

iPhone版無料アプリ【i-COLORexpress for iPhone】
お家ぬりかえ

サンプルプラン搭載！
！
ぜひお試しください!

で
iPhone

【カラーエクスプレス】から iPhone へプランデータをメール送信。
iPhone 上でカラーシミュレーションしていただけます。
タッチするだけで色替えでき、色選びの楽しさをお届け。ダイレク
トプリントで自然な仕上がりが実現できます
類似色検索では、選択した色に似た塗料色も一覧表示できるので、
色決めがスピーディにできます
※最新バージョンの【カラーエクスプレス】をお使いでない場合や、
「保守サポートサービス」のご契約が切れている場合、その他、Apple 社様によるバージョンアップ等の理由などにより、
【i-COLORexpress】および【i-COLORexpress for iPhone】との連携機能をお使いいただけなくなる場合がございます。あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。

タブレット端末の台数を気にせずに使える！

【カラーエクスプレス】
営業支援ツール
・登録 / 登録解除が自由自在

登録も登録解除も可能なので、商談中の施主様の iPad/iPhoneも登録してご相談。
案件終了後には登録解除できます。

・営業スタッフの移動や転勤の際の iPad/iPhone 管理もらくらく！
【カラーエクスプレス】１ライセンスにつき、9 台までの iPad/iPhone を登録し
連携してお使いいただけますが、それ以上登録台数を増やしたり、登録解除するには
【
】のご契約が必要です。

メンバー登録料 1 企業様あたり 1登録 30,000 円（税別）
※1アカウントにつき 3 年間有効、4 年目以降は 3年ごとに更新
月額ご利用料 4,000 円（税別）
、iPad/iPhone 登録料 1,000 円／1台
※
【RAINBOW】アカウントを複数ご契約の場合、1 台の iPad/iPhone をそれぞれの PC にご登録してご利用できる上、
登録料は 1 台分のみなので、とてもお得です︕（ご利用中の iPad/iPhone のみ課金されます）
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の導入で
iPad
iPhone
計100台
まで
※実質無制限

強みです！iPadで！ iPhoneで！オンラインで！
【カラーエクスプレス】

レッツ

クラウドサービス

ンで
オンライ

施主様もネットでアクセス、双方向からカラーシミュレーション！
クラウドサービス“Letʼs”で、施主様と施工店様 双方からシミュレーションプランにアクセス。
営業のオンライン化を強力にサポートします！

① 建物画像を撮影
② 撮影した建物画像をもとに【カラーエクスプレス】でご提案プランを作成︕

施工店様は…

③ ご提案プランを
クラウドサービス“Letʼs”に
プランをアップロード
④ ご商談中の施主様にクラウドサービス
“Letʼs”の URLと “Letʼs”コードをお知らせ

施主様は…

ご自宅のPC やモバイルから
クラウドサービス”Letʼs ”にアクセスして
納得のいく色決めをしていただけます︕

【カラーエクスプレス】
クラウドサービス
活用イメージ
施工店様も施主様も双方向からアクセス可能で…
オンラインで、施主様とイメージの共有が
スムーズ＆スピーディに！
施主様とイメージすり合わせのための商談や
度重なる修正案作成のやり取りが不要になります

非接触営業で受注に直結の
コミュニケーション可能！
施主様の色決め後、
クラウドサービス“Letʼs”で
施主様ご希望の仕上がりイメージを確認。
オンラインでお見積り書送付も可能です。

【カラーエクスプレス】クラウドサービス

スマホ
から

パソコン
から

ト
タブレッ
から

初期費用︓1 ライセンスにつき登録料 30,000 円（税別）

・1登録 30,000 円（税別） ※3 年間有効、4 年目以降は 3年ごとに更新
・月額ご利用料 5,000 円（税別） ※“Letʼs”の月額利用料につきましては、毎月のご請求となります。
※詳細につきましては、
（株）インターローカスまでお問い合せください。 contact@i-locus.com
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【カラーエクスプレス】は『提案力』が
強みです！
で
プリントアウト

ご提案

そのままご提案書に使える 4 種のご印刷フォーマットも搭載！

【カラーエクスプレス】でシミュレーションし、
ご提案プランを作成。印刷した提案書を持参してご訪問。
・パソコン・プリンターの色調整
モニターとプリンター
それぞれの色調整ができます。

・4 種類の印刷用フォーマット
① シミュレーション結果

② ビフォア / アフター

〇〇 〇〇 様 邸

〇〇 〇〇 様 邸

( 株 ) カラーエクスプレス塗装
横浜市緑区長津田町 123 店長 篠田淳三

2000/00/00

( 株 ) カラーエクスプレス塗装
横浜市緑区長津田町１２３ 店長 篠田淳三

2000/00/00

・そのまま営業資料に利用できます！
シミュレーション結果は、結果印刷だけでなく、
タイトル、コメント、企業名+ 企業ロゴ、
使用塗料色情報、日付などが入れられ、
そのまま営業資料として
施主様へご提案できて、とても便利です。

③ マルチプラン 4 コマタイプ

④ マルチプラン 6 コマタイプ

〇〇 〇〇 様 邸

〇〇 〇〇 様 邸

・jpgデータでメール送信も OK
シミュレーション結果は、
jpg データに変換できるので、
管理組合様などへ
メール送信することも可能です。

( 株 ) カラーエクスプレス塗装
横浜市緑区長津田町１２３ 店長 篠田淳三

2000/00/00

( 株 ) カラーエクスプレス塗装
横浜市緑区長津田町１２３ 店長 篠田淳三

2000/00/00

※表示されている画面画像等の一部は、よりわかりやすくするために合成画像を使用しております。

【カラーエクスプレス】価格・仕様
1 ライセンス￥368,000＝PC1 台ご利用固定となります。
《保守サポートサービス》更新料 1 ライセンス￥42,000/ 年
《保守サポートサービス》ご購入後 1 年間分は【カラーエクスプレス】のアプリ代に含まれております。
2 年目以降につきましては任意のご契約となりますが、弊社では更新をおすすめしております。
※《保守サポートサービス》のご契約なしでお使いの場合、
【カラーエクスプレス】および関連アプリ、
クラウドサービス等、最新のバージョンに対応したアプリやサービスがお使いいただけなくなる場合があります。
※《保守サポートサービス》更新料につきまして、ご契約・お支払いに空白期間がある場合、再度更新の際には空白期間分も
まとめてお支払いいただきます。
※《保守サポートサービス》の詳細につきましては《保守サポートサービス》ページをご参照ください。

【カラーエクスプレス】Ver.10
・OS：Windows7、8、8.1、
10
・メモリ：1GB 以上（推奨 2GB）
・モニター解像度：1024×768 以上推奨
・1ライセンスにつき、iPad/iPhone 合わせて 9台まで登録可能

【カラーエクスプレス】クラウドサービス”Letʼs”
・マウス、キーボード、タッチパネル
・CDドライブ（インストール時に必要です）
・入力画像形式：jpeg、bmp、gif、pdf
・出力画像形式：jpeg、bmp、gif

10

・使用環境：インターネット接続環境
・入力データ形式：【カラーエクスプレス】から
エクスポートされたデータ
・出力画像形式：jpeg
（シミュレーション結果画像のみの出力となります）

（株）
インターローカスでは下記の《保守サポートサービス》をご提供しております。
・お買い上げ後 1 年間の《保守サポートサービス》費用は商品価格に含まれております。
・2年目以降につきましては《保守サポートサービス》のご契約（任意）
をお願いしております。

01

03

無料バージョン
アップ

シリアル
再発行

02

新バージョンを
リリースの際、無料で
新バージョン一式を
お届けします

パソコンの故障・
買い替えの場合に
無料で
シリアルナンバーを
再発行します

カラーパレット
無料バージョンアップ
日塗工様近似色など
メーカー様塗料色が
更新された場合、無料で
カラーパレットデータを
ご提供します

保守サポートサービスなしでお使いの場合…
最新のバージョンアップ版・
カラーパレットの無料提供が
受けられません
パソコン変更する際
シリアルナンバー発行手数料が
かかります

Windows 等 OS の
仕様変更により
使えなくなる場合があります

保守契約期間に空白がある場合、
保守契約再開時には
空白期間の保守料のお支払いが必要となります

《保守サポートサービス》更新料：1ライセンス￥42,000 ／年
《保守サポートサービス》ご購入後 1 年間分は【カラーエクスプレス】のアプリ価格に含まれております。
2 年目以降につきましては任意のご契約となりますが、弊社では更新をおすすめしております。
※《保守サポートサービス》のご契約なしでご利用いただく場合、
【カラーエクスプレス】および関連アプリ、
クラウドサービス等、最新のバージョンに対応したアプリやサービスがお使いいただけなくなることがあります。
※《保守サポートサービス》の更新料において、ご契約・お支払いに空白期間がある場合、再度更新される際には
空白期間分もまとめてお支払いいただきます。
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