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ハコスコ スマホVRサービス
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• VR動画配信機能
• ⼤容量ホスティング
• VRツアー機能
• マーケティング機能
• 販売機能
• マルチデバイス対応
• VR/AR/MR対応

ハコスコのスマホVRサービスは、ゴーグル・VR動画配信・カメラ (撮影) の3つから
なる体験共有を可能にするサービスです。

配信サービス単体でも、VRゴーグルとセットでも利⽤可能



3つの⼊⼝から、スマホVRサービスをワンストップで提供

お客様のニーズにあわせて、体験共有プラットフォームである
スマホVRサービスをワンストップで提供

配信⼝

カメラ⼝

スマホVRサービス

ゴーグル⼝



ゴーグル 配信 カメラ（撮影）

個⼈ ⼩売 有料プラン ⼩売

法⼈

法⼈向けには、3つのVRパッケージ

VRプロモーション

VRキャスト（ライブ／アーカイブ配信）

VRコマース

VRでプロモーションしたい！
VRプロモーション

・ゴーグル：オリジナルプリント
・専⽤チャンネル
・トップページバナー

360° x 3Dで映像配信したい！
VRキャスト

ライブ／アーカイブ配信に対応
・視聴アプリ
・専⽤チャンネル
・ライブ機能
・カメラ（Insta360）
・販売機能

VRコンテンツを販売したい！
VRコマース

・販売機能
- PINコード
- カード決済
- アプリ決済

・タグ埋め込み（販売誘導）

メーカー、イベント、広告代
理店、アーティストの⽅に 放送局、イベント運営者の⽅に コンテンツ制作会社

アイドル、アーティストの⽅に

個⼈・法⼈向けにスマホVRサービスを提供



VRプロモーション



VRキャスト VRコマースVRプロモーション

料⾦
VRゴーグル
オリジナルプリント

ゴーグル単価
500個 ＠770円〜

1000個 ＠660円〜
10,000個 ＠330円〜
（より安価な無地もご提供可能）
※別途、送料、⾊校正 45,000円、管理費 40,000円の費⽤がかかります。

視聴アプリ 無料

トップページバナー 1万円(⽉額) または 10万円(年額)

専⽤チャンネル
（有料プランに含む）

1万円(⽉額) または 10万円(年額)

VRプロモーション



VRキャスト VRコマースVRプロモーション

VRゴーグル
オリジナルプリント

カラープリント、PPコート、1眼・2眼対応

視聴アプリ 1眼・2眼対応
ハコスコアプリ（ダウンロード型）
ミルマルアプリ（ストリーミング型・ユーザー登録不要）
Webブラウザが利⽤可能
(Youtubeアプリにも対応)

トップページバナー ハコスコストアのトップページにバナーを掲載
バナー画像お客さまにて準備の上、完全データ⼊稿
（JPG、540 x 270 px）

専⽤チャンネル
（有料プランに含む）

有料プランの各種機能のほとんどが無料でご利⽤頂けます。
専⽤チャンネル（短縮URL・ユーザーページのカスタマイズ）
タグ機能、3D配信、容量50GBなど

仕様詳細
VRプロモーション



VRキャスト
VRキャストには「ライブ配信」「アーカイブ配信」2つ

のパッケージがあります。



VRキャスト VRコマースVRプロモーション

VRキャスト：ライブ配信機能
撮影 スティッチ

エンコード
エンコード

配信 専⽤アプリ ユーザー

• 画質： 4K以上の⾼解像度を360° 3Dで再⽣、遅延も
少ない

• 選べるアプリ： ダウンロード型・ストリーミング型、無料で利⽤可能
• 配信準備： スマホとカメラで簡単配信

最短1営業⽇で⼿続き完了
• 販売機能： カード・アプリ決済、PINコードによる限定配

信

今まで

4K 360° 3Dの⾼機能・⾼解像度を⼿軽で安く！
劇的なクオリティとコストパフォーマンスの向上

▲50~100万
円

ハコスコ
ライブ配信機能

コスト
ダウン

VRキャスト



VRキャスト VRコマースVRプロモーション

ライブ＋アーカイブ配信：料⾦
視聴アプリ 無料

設定費⽤
常設利⽤：20万円 (初回のみ、チャンネル開設、カメラ設置)
単発利⽤：15万円 (イベントごとに発⽣、チャンネル開設、カメラ設置)

ライブ配信チャンネル
利⽤料 イベント利⽤ 2万円/回 or 常設利⽤ 20万円/年
カメラレンタル料 イベント利⽤ 3万円/回 or 常設利⽤ 30万円/年（Insta360 Pro：1台）
視聴料⾦ チケット販売価格の30%〜（最低：300円/⼈、決済⼿数料含む）
オプション
撮影・編集 30万円/回

カメラ購⼊
Insta360 Pro
VRキャスト優待価格：30万（本パッケージ利⽤者のみ 約3割引）

配信⼊⼝ページ編集 5万円/チャンネル（初回分は設定費⽤に含まれます）
トップページバナー 1万円/⽉ or 10万円/年
トレーニング 20万円〜

VRキャスト



VRキャスト VRコマースVRプロモーション

ライブ＋アーカイブ配信：仕様詳細
視聴アプリ ハコスコアプリ／ミルマルアプリ／Webブラウザが利⽤可能

（ダイレクトURLで直接配信ページに誘導）

設定
配信⽤専⽤チャンネルおよび配信⼊⼝ページの開設
（回線はお客様にて準備ください）

ライブ配信チャンネル
チャンネル利⽤（ライブチャンネル、チャンネルページのカスタマイズ）
その他、タグ機能、3D配信、容量50GBなど有料プラン各種機能がご利⽤可能

カメラ カメラ：1台

視聴料⾦

チケット販売価格の30%〜
最低：300円/⼈
決済⼿数料含む、決済⼿段はクレジットカード
JASRAC対応の場合はチケット販売価格のさらに+10%

オプション
撮影・編集 カメラマン・⾳響

カメラ
Insta360 Pro
（4K30fps動画 / 4K3D25fps動画、リアルタイムスティッチング）

配信⼊⼝ページ編集 画像とハコスコタグを設置ください。初回分は設定費⽤に含まれます。

トップページバナー
ハコスコストアのトップページにバナーを掲載
バナー画像お客さまにて準備の上、完全データ⼊稿（JPG、540 x 270 px）

トレーニング 順次開催予定

VRキャスト



VRキャスト VRコマースVRプロモーション

ライブ＋アーカイブ配信：収⽀シュミレーション例

常設利⽤のケース
（例：結婚式場）

⽀出 初期20万円 ＋ 13.2万円（⽉）
・設定費⽤： 20万円
・チャンネル利⽤料： 20万円/年 / 12ヶ⽉ = 1.6万円
・カメラレンタル： 20万円/年 / 12ヶ⽉ = 1.6万円
・視聴料⾦： 100円ｘ50⼈/回ｘ20件/⽉ = 10万円

収⼊ 300万円（⽉）
・ライブ配信： 10万円ｘ20件/⽉ = 200万円
・アーカイブ動画： 5万円ｘ20件/⽉ = 100万円

収⽀ 合計：286.8万円（⽉）
（初⽉のみ 266.8万円）

+

=

イベント利⽤のケース
（例：コンサート）

⽀出 27万円（回）
・設定費⽤： 15万円
・チャンネル利⽤料： 2万円/回
・カメラレンタル： 2万円/回
・視聴料⾦： 2千円x20%ｘ200⼈=8万円
・視聴料⾦： 500円x20%ｘ200⼈=2万円

収⼊ 50万円（⽉）
・VRチケット販売： 2,000円 ｘ 200⼈=40万円
・アーカイブ動画販売： 500円ｘ200件/回 =10万円

収⽀ 合計：23万円（⽉）

+
=

単発イベントでの収益も⾒込める費⽤設定になっております。
貴社におけるVR利⽤の新商品としても、ぜひご検討ください。 *実績や前提条件によって異なります。

VRキャスト



VRキャスト VRコマースVRプロモーション

アーカイブ配信：料⾦
視聴アプリ 無料

有料プラン 1万円/⽉ or 10万円/年
（3D再⽣、タグ機能など各種機能がご利⽤頂けます）

オプション
販売機能

トップページバナー 1万円/⽉ or 10万円/年

撮影・編集 30万円/回
カメラマン・⾳響

カメラ購⼊ 416,666円
トレーニング 20万円〜

VRキャスト



VRキャスト VRコマースVRプロモーション

アーカイブ配信：仕様詳細
視聴アプリ ハコスコアプリ／ミルマルアプリ／Webブラウザが利⽤可能

（ダイレクトURLで直接配信ページに誘導）

有料プラン 専⽤チャンネル（短縮URL・ユーザーページのカスタマイズ）
タグ機能、3D配信、容量50GBなど

オプション

トップページバナー
ハコスコストアのトップページにバナーを掲載
バナー画像お客さまにて準備の上、完全データ⼊稿（JPG、540 
x 270 px）

撮影・編集 カメラマン・⾳響

カメラ購⼊ Insta360 Pro（4K30fps動画 / 4K3D25fps動画、リアルタイム
スティッチング）

トレーニング 順次開催予定

VRキャスト



VRコマース



VRキャスト VRコマースVRプロモーション

料⾦
コンテンツ販売機能 - PINコード：50円/コード

- カード決済：販売価格の20%〜
- アプリ決済：販売価格の50%〜

有料プラン 1万円(⽉額) または 10万円(年額)

オプション
撮影・編集 カメラマン1名・⾳響1名

30万円

トップページバナー 1万円/⽉ or 10万円/年

VRコマース



VRキャスト VRコマースVRプロモーション

仕様詳細

コンテンツ販売機能

- PINコード：CSVファイルで納品
- カード決済：Stripe利⽤、販売登録が必要
販売⼿数料の80%が売上としてStripeより⼊⾦
- アプリ決済：販売価格の50%〜

タグ埋め込みによる
販売誘導
（有料プランに含む）

有料プランに申込後、販売ページに誘導するためのハコスコ
タグおよび画像の設置が必要です。

オプション

撮影・編集 カメラマン1名・⾳響1名

トップページバナー

ハコスコストアのトップページにバナーを掲載
バナー画像お客さまにて準備の上、完全データ⼊稿（JPG、
540 x 270 px）

VRコマース



参考資料
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https://music.hacosco.com/
• JASRAC等の管理楽曲動画の利⽤を

ハコスコ社か包゙括的にサホー゚ト
– 煩雑な許諾⼿続き不要て、゙⾳楽 VR 動画を配信・販売可能。
– 無料公開動画：申請不要て配゙信可能。
– 販売動画：楽曲単位の申請と報告をハコスコ社か代゙理処理

• ⾳楽事業者向け配信サーヒズ
– ⼀般ユーサー゙の映像と分離された、クオリティの⾼い⾳楽映像メディア

ハコスコミュージック
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JASRACのホワイトリストにも掲載済み


