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プレゼンテーション 
2015年10月21日＠東京 Jorma Palo, COO 

jorma.palo@vividworks.com 
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会社概要	

本社： Oulu, Finland 
8年間の裏打ちされた実績 
グローバルに6拠点：Finland, Denmark, Japan, USA, 
Germany 
約100社が利用 

VividWorksは堅実経営 
着実に売上拡大 
ビジュアルから販売まで豊富な経験家具オンライン販売のマー

ケットリーダー 
将来を見据えたクラウドソリューションの開発計画 
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総括	
VividWorks		
	3Dでデザインから購入迄、一貫したプラットフォーム　“VividPla-orm	”	
	どんな製品でもビジュアルに表現し、すぐに発注できる	

欧米の大手企業が導入 
	

特徴 	
	
ü  AR（拡張現実）をシームレスに組み込んだ3D製品コンフィギュレーション	

ü  業界の豊富な経験に基づいたダイナミックなエンジン、アルゴリズムとビジネ
スプロセス	

ü  iPadアプリを使って正確なサイズの３D平面を自動的に生成	
　　©	2015	VividWorks	Ltd.		 5	



顧客ニーズに応じた製品開発	

Product Composer 

VividPlatform™ 2: 
Product Composer 
InteriorPlanner 
SalesConnection 

Product Composer 
InteriorPlanner 
SalesConnection 
AR+ 

2006 

2010 

2008 

2012 

VividPlatform™ 3 iPad版,  
DWG, SNS 

クラウド, ライブAR,  
オーサリングツール, 
Android, VividAR™ 

2015 
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ISKUプロジェクトのケース	
会社概要:	
フィンランドの大手家具販売会社		
	
フェーズ1:	
課題:	
他社ソリューションで3度失敗	
			モジュラー製品の組立	
　バックエンドシステムとの連携	
	
ソリューション:	
VividPla-orm	の採用(	ViewPoint	版)	。全店舗の営業員向け	
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ISKUプロジェクトの導入事例	
	
フェーズ2:	
課題:	
	グラフィックレンダリングエンジンの技術革新	
	Viewpointの衰退とUnityの台頭	
	
ソリューション:	
	VividPla-orm	(Unity版)にアップグレード	
店舗から最終消費者向けオンラインショップに拡張	
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ISKU向けVividPla5ormソリューション	

顧客と商談しながら製品
の組立、オプション、色を
選択	
	
バックエンドの営業システ
ムと連携	
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VividPla5orm 持続可能なソリューション	
グラフィックエンジンやバックエンドシステムと疎結合	
	将来に亘りコンテンツを継続して利用できる。3Dコンテンツ資産を失うことなく、バックエンドシステムを
アップグレードできる。	

Sales	ConnecBon	

Interior	Planner		+		AR	

VividPla-orm	Core	

Product	Composer	

API	
3D	M

odel	

Back-end	
System	
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Graphic	Engine	

Unity	Viewpoint	 WebGL	
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事例紹介	
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事例1:		キッチンメーカー	

会社概要:	
イタリア高級キッチンメーカー	
ショールーム200拠点	
	
課題:	
豊富なオプションをショールームで高価
的にプレゼンしたい	
	
VividPla5orm:	
2015年第4四半期に発売予定	
	
顧客メリット:	
印刷したカタログ、価格表が不要	
その場で組立て価格を提示	
	　　©	2015	VividWorks	Ltd.		 12	



事例2:		豪華客船の客室	
会社概要:	
R&M	船会社,	ドイツとノルウェイ	
	
課題:	
営業員が客室をマニュアルで作成	
	
VividPla5orm:	
その場で客室のフロアプランや室
内家具・インテリアを提示	
	
顧客メリット:	
直ぐにプランをビジュアル化。提案
プロセスの迅速化	
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事例3:		家具オンラインショップ	
会社概要:	
Design	Your	Home、独国	
オンラインショッピング	
	
課題:	
製品をオンライン上で確認	
顧客をエンゲージ	
	
VividPla5orm:	
2015年10月発表	
製品組み立てとAR(拡張現実）	
	
顧客メリット:	
製品の利用イメージを購入前
にARで確認	
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製品開発ビジョン	

プロセス	3Dデータの取得	 プレゼンテーション	

•  3D	ビジュアライゼーショ
ン製品組立	

•  AR(拡張現実)	
•  バックエンドシステムと

の連携	
•  クロスデバイスサポート	
•  クラウドソリューションの

スケーリング	

3Dデータの	
生成	

コンテンツ管理	 スマホ,	タブレット	
バーチャルグラス	

Focus	 Focus	

WebGL	
ビジュアルクオリティ

追求	
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リアルなビジュアルクオリティ	
背景:	
フィジカルベースシェーディング技術	
	
Web3Dやビジュアルクオリティの改善
で異次元のプレゼンテーションが可
能	
	
メリット:	
製品の細部までリアルな表現が可能
に。バーチャルリアリティやARと一緒
にコンフィギュレーターを利用できま
す	
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コンテンツ管理ツール	
背景:	
3D	コンテンツ管理は煩雑な作業	
	
管理ツール:	
3Dコンテンツ管理ツール	
コンテンツアッロード、プロパティや
振る舞いの設定、VividPla-orm上
でアクティベート	
	
メリット:	
コンテンツ管理作業効率の向上	
3Dコンテンツの再利用	
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バーチャル3Dデータの生成	

インテリアスペースや
リアルなオブジェクトか
ら3Dデータを生成	
	
バーチャルオブジェク
トとARを組み合わせて
使うことで、異次元の
ビジュアルクオリティを
実現	
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ミッション	
最新のイノベーションを取り入れて世界で最高のオンラインコンフィギュレーター
を提供することです	

	
顧客は製品購入前に自分で試しましょう	
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主な利用分野	

家具・インテリア	 自動車・製造	

空間や利用シーンの提案	

デザイン	
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マンション、住宅産業	
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3Dコンテンツのエコシステム	
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21	



本格的ビジネス用 	
3D デザインから購入まで一貫したクラウドソリューション	

３DとAR(拡張現実）で	
顧客の愛着度をさらに高める	

Thank	You	
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