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Free rendering!

時間の問題
Rendering is a long process and can be unpredictably time consuming and,
on occasions, frustrating.
レンダーリングは計算しにくく、苛立たしいほど時間がかかります。

コストの問題
Buying or renting nodes is expensive, but commercial render farms are not cheap either.
ノードのレンタルまたは購入はコストが高く、レンダーリングファームに任せることも安くはありません。

GarageFarm.NET is a render farm made        3D artists         3D artists.
GarageFarm.NET は 3D アーティストが 3D アーティストのために作られたレンダーファームです。

複雑さの問題

シーンを準備して、ファイルをアップロードすることは時間がかかる上に負担のかかるプロセスです。
Preparing scenes and uploading files can be bothersome and time consuming.

As 3D professionals, we understand what the biggest problems in 3D rendering are:
レンダーリングにおいて、一番の問題点はこの三つです

Matt Webb

We have over 300
energy efficient
nodes and an in
house developed
software package.

弊社は300を超える
省エネノードを
持っており、
レンダーファーム用
ソフトウェアを
ゼロから
作りました。

弊社のソフトウェアが
御社の３Dアプリケーション
ソフトウェアと繋がりますので、
ワンクリックだけで
御社のファイルを
ファームに送れます。
使いやすく便利です。

We created software that
allows sending files with one
click directly from your 3D app
to our farm. It’s user-friendly
and quick. 

We offer three different priority packages.
With highest priority you get ahead of queue to 
render faster. With lowest priority the rendering 
might take bit longer, but you will get best deal 
possible. 

高優先度プランを選択する方が他の優先度に先んじての
サービスをもらえますので、他のプランよりも
レンダーリングを速く終わらせます。中優先度プランは、
高優先度プランみたいに24時間365日サポートが
あります。値段とサービスの一石二鳥プランです。
低優先度プランは低価格で、締切までに余裕があり、
急ぎでない場合に最適のプランです。

Our support speaks English,
Japanese and Korean.
サポートチームは（日本語込み）
3ヶ国語でサポートしてます。

Coupon Code: LFLT1 
For mentioning this coupon code while registering for a Cloud Account on our website we will offer
double free credits valid for a free rendering test. This is a great way to “try before you buy” without commitment.
クーポンコード：LFLT1
クラウドアカウントをはじめて登録する際に、このコードを入力するかサポートチームにお問い合わせ頂くと、
通常より二倍の無料テストレンダーリング用クレジットをご利用いただけます。弊社のテストレンダーリングを購入前にお試しできます。

Free Rendering!  無料レンダーリング！
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Free rendering!
Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya, Newtek Lightwave, The Foundry Modo, Blender, Planetside Terragen

Supported apps: サポートされているアプリケーション：

私達が提供しているものについて

▪ 全ての主要3Dアプリはこちら
▪ 広域の3Dアプリ用プラグイン
▪ 無料トライアル - アカウントを開設し、
   無料テストのレンダリング
▪ 定期購読なし - ご利用に応じたお支払いのみ
▪ レンダリング配信 - 複数のマシンを介したフレームや
   イメージ
▪ マルチステップGIキャッシング - ユーザーのGIマップを
   複数のマシン上で生成
▪ 24時間365日無料アドバイスおよびサポート
▪ 強力なGPUサーバー上でGPUレンダリング

   低価格の理由

▪ 弊社が独立のサーバと独自のサーバと技術を持ち、
   かつ維持をしています。
▪ 独自のデータセンターを維持しています。
▪ 社内ソフトウェアを独自開発しています。
▪ 独自ネットワークを構築しています。
▪ 自社製品と顧客経験を重視しています。

   他のファームとの違い提供します。

▪ ユーザー中心の顧客体験
▪ 2つの方法でサポート - 
  スタッフと自動化プロセスによるサポート
▪ お客様自身が行うか私たちに任せるかを選択可能
▪ 大きなスタジオだけではなく､小さなスタジオ､
   個人のお客様にもサービスを提供

  What we’ve got to offer?

▪ All major 3D apps
▪ Broad range of 3d apps plugins
▪ Free start – open your account
  and start rendering free tests
▪ No subscriptions – pay for as much
  as you use 
▪ Distributed rendering – frames
  and images across multiple machines
▪ Multi-step bake – generate your GI maps
  on multiple machines
▪ Free 24/7 technical advice and support
▪ GPU rendering on a powerful GPU server

  Why are our prices lower?

▪ We buy and maintain our own servers and technology
▪ We maintain the DataCenter ourselves
▪ We develop our own in-house software
▪ We build our own networks
▪ We care about the product and our users’ experience

  What differentiates us from other farms?

▪ User-centric custom experience
▪ Best of both worlds – human support integrated
  with an automated process
▪ Choose whether you like to do it yourself or you want
  us to do it for you
▪ We cater to individual artists, small studios as well
  as large commercial studios

Any questions or technical problems?
質問がある場合にお問い合わせください。

▪ We have serviced over 2,000 business customers
and several hundred freelancers from 43 countries
43 カ国 2000 以上の企業と数百ものフリーランサーのプロジェクトを
レンダーリングさせて頂きました。

▪ We are always here to help.
Our support team of 3D experts works 24/7.
便利にご使用いただけるよう、
3D専門家のサポートチームは24時間365日稼働しています。

▪ Our support speaks English, Japanese and Korean.
サポートチームは（日本語込み）3ヶ国語でサポートしてます。

http://www.GarageFarm.NET        https://garage.farm/forum/

Korea　韓国 – 00 82 109 511 8937
US　アメリカ – 00 1 424 777 24 24
UK　イギリス – 00 44 208 144 777 2

Skype スカイプ garage.farm
KakaoTalk: GarageFarm.NET
NateOn: GarageFarm.NET  
Line ID: GarageFarm.NET

Registered Office:
Unit 11, Hove Business Centre
Fonthill Road, Hove, East Sussex
BN3 6HA
Mail address:
804 Chynoweth House
Trevissome Park, Truro
TR4 8UN

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

garage@garagefarm.net


