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VRワイバオ・ジャパン株式会社

【設   立】　2017年8月9日
【資本金】　950万円
【事務所】　東京都大田区南蒲田1-20-20 大田区産業プラザPio
　　　　　　 biz BEACH CoWorking内
【役　員】　　代表取締役　　樽谷  隆　　  
　　　　　　企画戦略責任者  石井 利明  (東京）
　　　　　　　　顧　問  　　Steven Su  (置景上海科技CEO)   　　
【事業内容】・VRソリューション開発・販売
                    ・ICTアプリケーション開発、販売
                  ・IoTセンサ製品・ソリューション提供、販売         　　　 　
【取引先】   Komstadt （香港） adappt（印度）
　　　　　　株式会社aiuto、東京理科大学、
　　　　　　シネックスジャパン株式会社、HTC（台湾）
                  ネットビジョン、VRwaibao（上海）
【問合せ】　info@vrwaibao.jp
【ウェブ】　http://vrwaibao.jp/
【カタログ】IPROS「VR ワイバオ製品ページ」
　　　　　　https://www.ipros.jp/company/detail/2068779/
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VRワイバオ・ジャパン　沿革

2017年8月 ・ VRワイバオ・ジャパン設立
　　　　　　　置景（上海）科技公司と制作提携
※VRワイバオ・ジャパン1期目は製品化検討だけで
終了しチームを解散し再編成
2018年8月・2期目よりVRとIoTで再出発
2019年4月・VR会議室XCOL発売
2019年5月・HTC主催VRアクセラレーション
　　　　　  プログラムVIBE Xに登壇決定
　　　　  ・地図に代わる新しい道案内
　　　　　　XRGOサービス開始

VRVRワイバオ・ジャパンワイバオ・ジャパン

● HONGKONG

● BANGALURU

SHENZHEN　●　

●

● TAIPEI

●TOKYO

●ＶＲワイバオ・ジャパンＶＲワイバオ・ジャパン
提携先提携先

VARANASI ●

SHANGHAI

置景（上海）科技公司置景（上海）科技公司

上海にあるVR WAIBAO(置景上海科技公司）
より会社名だけを拝命し
「VRワイバオ・ジャパン株式会社」と命名。

資本関係は一切なく、パートナー企業として協業。
逆に製品を購入し「お客様」の立ち位置になります。
純然たる100%日本資本のベンチャーです。
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ＶＲで社会問題を解決します・・・それが私たちのヴィジョンです

体験 VRストー
リー＋ ＝

5G

観光

医療

博物館

Fin
tech

低レイテンシでVRが変わる
・VRのコードレス化
・遠隔操作、会議、唄、ダンス
　まで、ｴﾝﾀﾒから作業まで同期

docomo/KDDI/SB
販売会社：伊藤忠、MXなど

ＶＲで決済が変わる
・画面から決済
・保険を通じて将来を仮想空間で提示
・金融ﾒﾘｯﾄをVRを通じて体験
・こんなに儲かると視覚的に表示等
・銀行、証券、CVCも現在ｱｲﾃﾞｨｱや
　出資を大募集中でチャンスのある状態

常設展示での体験
・彫刻作品など展示物の分解
・これ専用プラットフォームを公開する
・先行して企業博物館や図書館での提供

この分野で何に使えるか
・精度高度化がカギ
・練習研修用

集客や疑似体験
・ﾛｼｱから沖縄を体験する。
・青森りんごを拾うゲーム
・VR湯もみ
・ﾊﾞｰﾁｬﾙ阿波踊り
・旅行前のコンシェルジュ

会議
共有するツール・働き方改革
・アバターを利用し、存在感が全員均等にして討論に集中
・支店や海外を繋いで３D会議が可能、コストも時間も削減

これから5Gがマスト。フィンテックはインターネットインフラになり現在IoTで飛び交う電波利用係数は1とすると5年後には100倍に
増加します。そのためには私たちがVRで社会問題を解決できるか　「VRは社会インフラになる！」とコミットメントして、まずは
働き方改革に一石を投じたいと考えます。それはゲームではない世界を提供することを主眼に置いております。
そこで2019年4月VR会議室XCOL（エックスコール）をリリース致します！

ゲーム

面接

講演

授業

新卒採用ツールとして・・・社名がCIされず学生にリーチできていない
企業など採用のイノベーションとして

企業講演、カンファランス、国際会議など各種。特に１対nに関して、こ
の会議室のシステムは有効　社内研修も本社や拠点に集まらず、空いた時
間に受講することも可能。移動時間、社員管理、交通費などが削減でき
る。代理店向け講習

遠隔授業、学級閉鎖などへの対応、特に不登校向け授業など、ここならい
じめも存在しない。

店舗研修の所作をVRで。日本向け海外研修をVRで（外国人研修生制度な
どでの活用案、VTRで見て学び体験し学習するなど所作

ハプティ
クス

感覚と触覚の世界観
・最後はここがVRの終着駅、感触が味わえる
・視覚以外にも匂い、音など脳を騙せる要素は重要
・ロボットをVRで遠隔操作

不動産
不動産事業のイノベーション
・現物の土地を保有しなくても貸会議室や
　事務所を仮想で提供する事業として活用

地方創生

働
き
方
改
革
提
案

移住、地域コミュニティツール、観光
・コンシェルジュとして匿名性が高さが
　アクセスをUPする原動力に。



VRメーカーHTCに採用された
マルチデバイス・ソリューション
2018年8月よりHTC深圳事業所の会議ツールとして、「XCOL」の検証導入開始！

・ネットでアクセスすれば自由に会議を行うことが可能

・HMD（ヘッドマウントディスプレイ）PC、スマホ等
　端末を選ばずにアクセスすれば会議に参加可能

・.ppt資料、動画、ホワイトボード、3D/CADを共有

・ホワイトボードにリアルに書込み、共有も可能

・様々なアバターを設置可能

・出張が不要になり、短い打合せで交流増大！経費削減！
　会議以外での用途問合せも急増中です。

VRメーカーHTCに採用された
マルチデバイス・ソリューション
2018年8月よりHTC深圳事業所の会議ツールとして、「XCOL」の検証導入開始！

・ネットでアクセスすれば自由に会議を行うことが可能

・HMD（ヘッドマウントディスプレイ）PC、スマホ等
　端末を選ばずにアクセスすれば会議に参加可能

・.ppt資料、動画、ホワイトボード、3D/CADを共有

・ホワイトボードにリアルに書込み、共有も可能

・様々なアバターを設置可能

・出張が不要になり、短い打合せで交流増大！経費削減！
　会議以外での用途問合せも急増中です。

・置景上海科技製品XCOLをベースに
　VRﾜｲﾊﾞｵ･ｼﾞｬﾊﾟﾝが新機能を加え
　「仮想空間共有プラットホーム」に
　仕立てました。

VR仮想会議「XCOL」（エックスコール）
https://youtu.be/hpaq0roPhww

VR会議室内でのホワイトボードの利用
https://www.youtube.com/watch?v=LEVtXNdo1wQ　
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他各種動画はＶＲワイバオ・ジャパン　ホームページ）へ！
　http://vrwaibao.jp/index.html　

■VRワイバオ・ジャパン　VR部門自社製品　XCOL（ｴｯｸｽｺｰﾙ）



地図に代わる新しい道案内
地図が苦手な人のスマホ向けサービス
【特許出願中】

駅、地下街、GPS情報の得られない環境で歩行者目線の
案内ツール
　
地下鉄の乗換え出口、災害時の避難先、非常口などを、スマホに360度画像を
（または静止画）表示し簡単に矢印で案内するので説明不要！外国人も安心

地上であっても・・・
GPS非対応の地下街やビル、看板を立てられない海上、河川、湖、国立公園や
世界遺産など、風景を損なわずに目視と画像を比較することで道案内をします。
被災地で日々変わる通行止め、復旧中などの情報提供が可能です
観光から防災まで広範囲に活用が可能な「ユニバーサルデザイン」製品です。

　　　　　　　　　　　　　・QRコード読取で現場情報を簡単入手
　　　　　　　　　　　　　　タイル状のQRコードを別途用意可能です

　　　　　　　　　　　　　・ユニバーサルデザイン
　　　　　　　　　　　　　　右、左、上、下などを→で表示することで更に
　　　　　　　　　　　　　　　簡単に案内が可能。

　　　　　　　　　　　　　・安心安全の可視化情報提供
　　　　　　　　　　　　　　地域、環境に応じて情報データベースを追加・
　　　　　　　　　　　　　　　変更が管理画面から簡単に操作可能
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■VRワイバオ・ジャパン　Web部門自社製品　XRGO（ｴｯｸｽｱｰﾙｺﾞｰ）



■VRワイバオ・ジャパンIoTセンサ部門

・IoT空間管理ソリューション（adappt）
　　http://www.adappt.com/

日本でも働き方改革が叫ばれておりますが、同時に企業は社内空間に
対しても「見える化」が進んでおりフリースデスクの企業も増加中
です。
事務所を効率的に利用すれば、年間1千万円単位でコスト削減が可能で、
空間をインテグレーションし価値に変えます。
5GやLORAWanなどとネットワークして、Aiでの分析を行う仕組みを
米国センサ会社をM&Aした南インド企業「adappt」と提携し提供開始。
8月都内インテリジェントビルにて導入、センサ700個が設置稼働中です。
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◆コンシューマ・マーケット
・新設本社ツアー用VR ガイド

◆医療、警備保障
・VR利用によるトレーニング

◆製造業、IT 業界
・グローバルケーブル製造メーカー向け VR デモ

・TIS スマートオフィスシステムVR 体験

・スマホ製造メーカー工場のVRデモ

・通信デバイス製品、アプリケーションVRデモ

・インターネット・サプライや業務用 VR/AR

・機器製造、データセンターVR/AR 会議システム

◆リテール
・オーストラリア・ワイン ARショッピングg guide

・車販売向け　エンジン紹介VR 

◆金融
・VR ショッピングガイド

◆不動産
・商業ビル 360度プロパティマネジメントコンテンツ

■2018年納品事例

１．　　　　　　　　　　　
中国銀行　VR利用による支店サービス　
　　　　　　
２．
CMB金融商品VRプロモーションプログラム
※VRショートムービーで企業宣伝を製作

３.
XCOL 工場作業プロセスガイダンス用

４．　　　　　　　　　　
XCOLﾃﾞｰﾀｾﾝﾀ向け利用部材選定ｼｭﾐﾚｰﾀ
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■技術提携先　＜置景（上海）科技公司/VR Waibao＞のご紹介

弊社のVR部門の技術提供先の置景上海科技の
導入先と事例です。中国、香港で優良な顧客より
制作機会をいただき経験値をあげております。
日本向けにもその技術が反映されており安価で上質な
作品を提供可能です。お気軽にお声がけください。



You Dream It, 
We Build It

　
www.vrwaibao.jp
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