
スピードCG 顧客様ご提案資料

全方向からの営業支援を行い

お客様に建築プロジェクトを獲得する

これがスピードCGの目標です

スピードCGが行っているのは「ただのCGパース屋さん」ではなく

忙しい設計関係者様の完全なる右腕になること

設立より10年を超え

数多くのお客様より当方でしかできないサービス内容に

多くの反響をいただだいております
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スピードCG 顧客様ご提案資料

選ばれる
理由１ スピード

海外オフショアを利用した、人海戦術&最短対応

朝図面を送り、夕方にはもうモデルがあがる、といったスピード感での対

応が可能です。

確認図や納品図を時間指定で上げることも可能。

つねに全力で対応させていただきます。

選ばれる
理由 6 ドロップボックス･BOX使用可能

ドロップボックスや、BOXを利用した、チームワーク体制

設計関係者様が複数人でパースに関わられる場合や、メールでの送付負担

を軽減するため、お客様用のドロップボックスやBOXの使用が可能です。

メールに添付したり、圧縮ファイルが開かなかったり、といったやりとり

の時間も省略できます。

選ばれる
理由2 クオリティ

Autodesk社の3DsMAXを使用

スピードCGでは全パース制作業者がAutodesk社の3DsMAXを使用しパー

ス制作を行います。

質感や照明効果表現にもっとも優れたこのソフトの使用により高品質パー

スをお届けすることが出来ます。

選ばれる
理由 7 クラウドサイン・クレカ対応

クラウドサイン・クレジットカード決済対応

スムーズにパース制作に入り、貴社経理手間も軽減するため、ご希望の社

にはクラウドサインやクレジットカード支払いに対応しています。

選ばれる
理由3 価格

明瞭かつ低価格な料金表

スピードCGが目指すのは「高品質パースを、速く、リーズナブルに」日本

のすべての設計事務所様にCGパースをフル活用し、プロジェクトをどんど

ん獲得していただくことです。

そのため、明瞭かつ低価格な料金表をあらかじめ公開。追加費用は可能な

限りいただかない方針です。

選ばれる
理由

8 照明･インテリア計画をアシスト
インテリアや照明について、指示がなくとも、こちらで簡単に調整させて

いただけます。

照明配置図や家具指示まで手が回らなくとも、スピードCGでは建築設計事

務所経験者、ライティングコーディネーター、インテリアコーディネー

ター資格を持つスタッフがパース管理を行いますので、お客様を完全にア

シストすることが可能です。
選ばれる

理由4 時間連絡
予めお届け時間をご連絡

作業途中のテスト図（確認図と呼んでいます）や納品図のお届け時間はす

べて事前連絡を行うため、お客様は、「今日午後送ります」のようなあい

まいな連絡で何時間もまったりしなくてもその仕上がり時間にチェックし

ていただければOK！

忙しい設計関係者様のご負担を少しでも軽減いたします。

選ばれる
理由

9 新規建築情報の定期的なお届け
スピードCGでは、各スタッフが定期的に新しいショップや建物の写真を撮

りにいく「デザインサーベイ」を 行っています。

蓄積した写真を定期的にお客様へ、物販店や飲食店などカテゴリーごとに

写真ストックをプレゼントしております。

忙しくなかなか調査のために時間を使えない設計関係者様に、手間をかけ

ず、最新情報に触れていただけます。

選ばれる
理由5 LINEで指示可能

完全LINE対応

施工現場や打ち合わせにと、外出でも忙しい設計関係者様にご負担なく

パース作成指示を外出先からも出していただけるように、公式LINEを通じ

たパース指示やりとりも可能です。
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スピードCG 顧客様ご提案資料

パース進行について

２４－３６時間程度

STEP3
第一回
確認

STEP4
第二回～
第三回
修正

STEP5
納品

STEP2
アングル
確認

STEP1
発注

２４－３０時間程度

２４－３０時間程度

１度のチェックバックでの変更量はおおむね全体の30-40％程度がお

見積り費用に含まれております。（もちろんこちらの図面読み取りミ

スは上記に含みません。責任を持って修正させていただきます）

お客様都合にて例えばすべての仕上げ素材や家具が全変更、となった

場合などは、別途作業時間や作業費用をお願いすることになります。

その点ご留意ください。

第三修正が終わり変更修正点がなくなった時点で、納品図（高解像

度）の出力→納品となります。

（納品図出力には24-30時間程度余裕をいただいております）

当方の確認図は、確認図と申しましても十分お客様とのお打合せにお

持ちいただけるレベルです。

※上記は平面図展開図をCADデータでご提供いただいている場合の目

安です。

上記作業を第三確認画像への第三修正まで繰り返します

チェックバックイメージ

第一確認図～第三確認図への
変化のイメージ
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（外観）平面図と立面図（PDF）

または建物規模のわかるもの

（内観）平面図と展開図（PDF）

（外観）平面図と立面図（PDF＋CAD）

（内観）平面図と展開図（PDF＋CAD）

対応可能CAD形式 DXF,JWW,DWG

その他 屋根伏,床伏,天井伏,照明伏など

制作時

見積時

図面が無い場合も

写真からパース制作可能！

平面図のみからも

パース制作対応可能！

必要な資料について



スピードCG 顧客様ご提案資料

▮選定にあたってのご注意

一旦アングルを決定されたのち再度アングルを変更されますと、作業が手戻りし作業量も増え、

その分お時間もかかります。

その分別途費用をお願いする場合もあります。

ですので、現時点でアングルを良くご検討いただき、調整をされることをお勧めします。

何度でもアングルテスト図をお出しします

ご連絡をお待ちしております
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アングル調整の進め方

▮アングルテスト図の選定

1. お客様のご意向に一番近いアングルテスト図を１点お選びいただきます

2. お選びいただいたアングルテスト図のファイル名をお伝えください

3. お選びいただいたカメラ位置から調整をさせて頂きます

カメラ位置

前進後退カメラ高さ前後左右

カメラ向き

上下左右パース範囲拡大広角レンズ効果強調 など

アングル調整中のイメージ



スピードCG 顧客様ご提案資料

クオリティの違い

建築の白模型に相当し、主に形状確認のために制作することが多いです。
仕上げ素材の張り込みや照明の設定はありません。

▮シンプル

仕上げ素材の張り込み、照明の設定も行います。
植栽はある程度定型的なものをお入れします。

▮ミディアム

仕上げ素材の質感や微妙な色ムラなどに特に詳細な表現を行います。
照明の詳細な照度計算なども反映が可能です。植栽は樹種を細かくご指定可能です。

▮ハイクオリティ
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CGパースの表現力

ハイクオリティCGパースは細部までリアルな表現が可能

圧倒的な説得力を持ちます。

デザインの魅力を余すところなく施主に伝える。

そんなCGパース制作に全力で取り組みます。

CGパース 施工例

仕上げなし 照明なし

仕上げあり 照明あり

仕上げ最上 照明最上



スピードCG 顧客様ご提案資料

1.提案力強化

仕上がりイメージを100％事前に確認できます。

「出来上がるまでどうなるか完全にはわからない」という施主の不安を解消。

デザイナーも細部までデザインの検討が出来るため、完成度や施主の満足度が高くなります。

2.照明・家具や時間までイメージ化

模型では不可能だった、照明・家具・カーテンなどを含めて完成イメージを提示することが可能で

す。

きわめてリアリティが高く施主のイメージを掻き立てます。

また、昼、夜と時間別に提案することも簡単。

デザイナーの表現したいイメージを余すところなく施主に伝えます。

3.コンペに強いアピール力

ハイクオリティ３Ｄの細部まで表現されたドラマティックな印象は、

コンペで圧倒的な存在感を持ちます。

３ＤＳＭＡＸの表現力は影の映りこみや反射、照明効果などもすべて実現。

まるで本物のような仕上がりです。

4.コストとリスクのカット

模型制作の業務コストをカット。

またＣＧパースを採用することで早期にデザインが確定するため、

のちのちの設計変更や納期の遅延などのリスクも減らすことができます。

もちろん「思ったとおりにならなかった」といった施主の不満リスクも減りますので、

トータルコストやリスクの軽減にもつながります。

5.商用広告に利用可能

買っていただいたイメージはクライアントのもの。

レストランやホテル、マンションなどの設計においては、

CGパースをパンフレットやウェブサイトに掲載し、

スタイリッシュなPR材料として使用いただくことができます。

CGパースイメージ 施工例

大規模プロジェクトにも対応！

多彩なインテリアイメージ化！

パンフレットやウェブサイトにも利用OK

低コストで驚きのクオリティーを実感してください。
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CGパース5つのメリット
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CGパースと施工例
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CGパースと施工例
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スピードCGのお得なシステム

セカンドビュー

２カット以上制作する場合、２点目のカメラが１点目で制作した空間を映している場合、その空間の共有度によって、

２カット目以降の制作費用をお安くするシステムです。

カメラアングルの向き合い方によって変わってきますが、例えば同一面を別角度から見る場合は、１カット目の費用の

半額でお届けが可能です。

オプションパース

A案を制作予定のとき、ここの壁色だけ違うB案パースが欲しい、この家具だけを変更したC案パースが欲しい、といっ

たことは、お施主様にご提案される上で良くあることです。

そういった時に、一部分だけ仕上げ素材や家具・照明器具などを変更したB案、C案パースはお安く同時作

成が可能です。

オプション案の変更点がどのくらい多いかによって、オプションパースの費用は変わりますが、例として壁仕上げ変

更や、床材変更、建具や家具変更など6000円～承れます。

オプションパースを提示されることで、お施主様により具体的に検討していただけ、意思決定が早くなります。

また設計の進め方の過程自体にも納得とご満足感を覚えられるケースが多いです。

貴社の顧客満足充実を目指した提案力強化にもお使いください。

オプションパース床材変更の例

スピードCGの便利なシステム

お取引方法

制作開始より１か月を越える場合

制作
開始

納品

納品

制作
開始

１か月

開始1か月後の月末に清算いたします（作業は続けさせていただきます）

納品日の月末に お支払をお願いします

⚫ お支払口座は国内銀行です

⚫ Paypalによるお支払いを導入します。

クレジットカード決済が可能となりましたのでより一層便利になります！

制作開始より１か月以内に納品まで済む場合

I. 初回ご利用の場合お見積総額から

10％割引させていただきます

I. 制作日数を（土日除き）10日以上いただける場合も

10％割引させていただきます

II. 毎月５枚以上のご依頼をいただける場合は

別途特別対応価格を設定させていただきます

お得なご利用方法

ご留意事項

●パース制作を中断される場合は、その時点までの制作内容に応じ費用が発生します。

●初回ご利用で総額10万円を超える場合は、半金を前金でお願いしております。前金入金確認後制作開始となります。
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お客様の声お問合わせについて

日本用電話 (050) 5532-4396 

お客様用LINE ID speedcg

説明不足な点がありましたら、いつでもこちらからお電話させていただきます。

お気軽にLINEでお伝えください。

当方は高品質パースを速く、リーズナブルに

日本のお客様にお届けしたいという思いでやっております。

幸いにも多くのお客様にご好評をいただいております。

貴社とのお仕事の機会をいただけましたら、全力で制作させていただきます。

スピードCG 盛麻衣子

いつもレスポンスが早く、こちらで”待ち”の時間が少なく、修正指示も素早く対応できるため大変助かります。

（建築事務所 S様）

校正や納品のスケジュールも正確で、文字通りスピーディに仕上げていただきました。また仕上がりの質感や雰

囲気がよく表現されていて、クオリティの高さに驚きました。（設計事務所 K様）

十何社パース屋にあたっていたのですが、『コスト』『対応』『品質』『時間』トータルでスピードCGさんが

一番でした。 （株式会社S S様）

納期が早い。とくに１回目の確認パースUPが早いので、チェックする時間が多くとれ、助かっています。（建築

事務所 I様）

CG製作と設計が平行して行われたこともあり、できたCGによりカラーの確認もでき、非常にやりやすかったで

す。（株式会社U T様）

こちらの度重なる修正に粘りづよく対応していただいた ・価格については、今までにおねがいしたCG業者の中

では一番安かった（建築設計室 F様）

対応が丁寧かつ迅速であり、やりとりがスムーズに進捗した。 後から申し出た追加や修正分に対しての対応が迅

速、こちらが言及しきれていなかったが、意図を汲んで内容に盛り込んで頂いた。（S株式会社 F様）

クオリティは質感・光環境の表現ともに素晴らしく、空気感のある良い出来映えだと思います。 もちろん、ス

ピード・価格についても大変満足しております。（株式会社K O様）

コストパフォーマンスが高く、予算内での複数カット等が検討できるのが魅力的です。 スタッフさんも日本語窓

口で対応していただけるので、言語の違いも気になりませんでした。（O Y様）

スタッフの対応も迅速で、最小限の打ち合せで希望のものができたことや、未決定部分や植栽などセンス良く配

置していただいたことは非常に助かりました。（F様）

今回はミディアムでしたが、十分満足しています。得意先のお客様にも、失礼の無いクオリティだと思いま

す。 レスポンス満足。提案力と、こちらの状況を組んでの親切さも満足。（T様）

短期間での依頼にも関わらず、スピーディーな対応に大変助かりました。価格に於いても、価格以上のクオリ

ティでお願いして良かったと感じております。（N様）

とにかくスピードが早くて助かります。 依頼メールをお送りしてからすぐさまお電話を頂き、図面等資料を メー

ルしてから１日半で一回目のCGが送られてきたときにはびっくりしました。（株式会社Ｏ Ｏ様）

10


