Enterprise Metaverse Platform

業務 への メタバース導入 を
安全 かつ シンプル に

MR : 複合現実

VR : 仮想現実

Mixed Reality

Virtual Reality

マルチデバイス

の �つ の 特徴

HoloLens� / Meta Quest� / Meta Quest Pro / iPhone / iPad / PC(β版 ) に
対応し、異なるデバイス同士でも同じ空間に同時参加が可能です。

VR と MR の双方に対応した、企業向け メタバースプラットフォーム

マルチユーザー

テレビ会議と同様に複数人で会話できるだけでなく、アバターを

WHITEROOM ではネット環境があれば、アバターとなって �D モデルをはじめとした

使うことでより対面に近いコミュニケーションを実現できます。

様々なメディアファイルを自由に使いながら複数人でコミュニケーションできます。
VR と MR のそれぞれの良さを活かし、

マルチメディア

業務へのメタバースの導入を手軽かつセキュアに実現します。

�D モデル / 点群 / Oﬃce ファイル / PDF / 画像 / 動画 / 音声ファイルに
対応し、ドラッグアンドドロップで簡単にアップロードできます。

現実 と バーチャル を組み合わせて
音声チャット機能

空間表示機能

議では失われがちな臨場感のあるコミュニ

トなども CG として空間上に表示され、誰

ルームにはアバターとして参加すること

立体音響機能があるため、通常のテレビ会

デルを自由に設定することが可能です。

ケーションが可能です。

ができます。アバターは手持ちの �D モ

WHITEROOM にはメタバースでの働き方をサポートする様々な機能が搭載されています。

�D モデル以外の画像、動画、ドキュメン

基本機能に加えて標準機能を自由に組み合わせることで多様なユースケースに対応可能です。

でも直感的に操作が可能です。

その他の標準機能

・マーカー機能

・重力機能

・スライサー機能

・ロック機能

・キャプチャ機能
・Web ブラウザ機能

�D ペン機能

付箋機能 / ホワイトボード機能

ブロードキャスト機能 (β) ※

同時翻訳機能 (β) ※

議論の中で思いついたアイデアを伝えた

上にライブ配信出来ます。遠隔支援などに

て字幕として表示できるので、グローバル

音声入力で空間上に付箋を作成できます。

アを伝えることができます。

り、整理したりするのに役立ちます。

自由に線を描いて、相手に考えやアイデ

参加者がいる現場の状況を、遠隔地の PC
ご利用いただけます。(HoloLens� のみ )

相手の話した言葉をリアルタイムに翻訳し

インタラクティブな XR コンテンツをコー

な会議などにも対応可能です。

れを複数人で体験することができます。

ディング不要で簡単に制作でき、さらにそ

・陰影切り替え機能
・点群表示機能

・セーブ / ロード機能 ・Oﬃce 表示機能
・テレポート機能
・音声メモ機能

・メディア再生機能

・シーン切り替え機能
・グリッド配置機能

※... β版のため無償公開しています
（����年��月現在）

その他のユースケース

・トレーニング
・空間デザイン
・不動産

・プロモーション

デザインレビュー

遠隔支援

プレゼン / セールス

実習授業

建設

きるので、遠隔地の技術者がリアルタイム

ワーポイントのようなプレゼンテーション

コードで作成した実習等の授業コンテンツ

換すれば表示でき、施工前のシミュレー

拠点を結び、製品の CAD データを一緒に

現場の作業者の一人称視点の映像を配信で

用いて情報をその場で記録もできます。

にサポートできます。

見ながらの議論に加え、付箋や �D ペンを

オーサリング機能を使う事で、空間上でパ
が実現可能です。

�D やスライド、動画を使い、事前にノー
で、教室と自宅を繋ぎます。

BIM や CIM などのデータも対応形式に変
ションなどが可能です。( 一部制約あり )

・エンタメ

・ツーリズム
etc...

https://youtu.be/�WGucwo�Llg

ホワイトボードに描くように、空間上に

オーサリング機能

・ポインター機能

・原寸大表示機能

の最新紹介映像はこちら

アバター機能

これまでにない 働き方 を

プラン別詳細
プラン名

まずは最小構成で導入をご検討されている
お客様向けのプランになります。
WHITEROOM の全機能をご用意しております。

初期費用

ご利用料金

���,���~ 円/月

月額費用 (※�~�)
登録ユーザー数

�� 名 ~

参加上限人数

オンプレミス対応

カスタム追加開発対応

サポート体制

(※�)：年間契約となります。

�円

( 税抜 )

こちらは企業向けのプランになります。
セキュリティやアカウント管理など、
企業の実務運用に適したプランになります。

�,���,��� 円 / 月

( 税抜 )

無制限

(※�)

�� 名

ルーム作成数

スペック

エンタープライズ版

スターター版

�� 名

無制限

×

〇

×

〇

(※�)
(※�)

オンラインヘルプデスクでのお問い合わせ ＋ ライセンス数に応じて専門コンサルタントがサポート

(※�)：デバイスの代金等は含みません。 (※�)：最新バージョンへの無料アップデートを含みます。

(※�)：スターター版の場合、�� 名以降は月額 ��,��� 円で追加可能です。また一度登録／削除したユーザーの再登録はできません。(※�)：対応には別途費用が発生いたします。

オプションサービス

WHITEROOM では導入いただいたお客様を対象にオプションサービスをご提供しています。各サービスの詳細に関してはお問い合わせください。

リアルアバター制作サービス

初回導入ワークショップ

WHITEROOM を始めてご利用いただくお客

WHITEROOM のアバターサービスに適合し

様を対象に、基本的な使い方をワークショッ

たフォトリアルなアバターを作成いたしま

プ形式でご案内いたします。

す。

価格：無料

価格：��,��� 円 / 一体

基本スペック
対応デバイス
対応 PC( ルーム作成 )
登録可能ユーザー数

参加上限人数 ( ルーム毎 )

MR 参加：HoloLens�, Meta Quest Pro, iPhone/iPad (ARKit 対応、RAM�GB 以上を推奨 )
V R 参加：Meta Quest�, Meta Quest Pro, iPhone/iPad ( RAM�GB 以上を推奨 )
Windows�� Microsoft Edge �� 以降
Google Chrome �� 以降
エンタープライズ版：無制限 /
エンタープライズ版：�� 名

/

スターター版： �� 名～

スターター版： �� 名

お申し込み方法

※スペック詳細および対応機能一覧はお問い合わせください。

WHITEROOM 公式サイト URL : https://whiteroom.business/inquiry

WHITEROOM公式 HP

南国アールスタジオ公式HP

南国アールスタジオ ( 株 ) URL：https://nangokrstudios.jp/

Mail：support@nangokrstudios.jp

南国アールスタジオ株式会社

本社 :〒���-���� 東京都渋谷区神宮前 �-�-� 神宮前ファッションビル � 階

表参道 Lab :〒���-���� 東京都渋谷区神宮前 �-��-� ヒルズ青山 �F (TEL:��-����-����)

