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バーチャルキャラクターになって VR から生配信しよう！
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スマホゲーム
『#コンパス〜戦闘摂理解析システム〜』
は、株式会社ドワンゴとNHN PlayArt 株式会
社の共同ゲームプロジェクトによるリアルタイムオンライン対戦ゲーム。
同ゲーム初となるライブイベ
ント
『#コンパス ライブアリーナ』
は大阪、千葉、名古屋の三会場で行われ、会場ではモーションキャプ
チャによるキャラクターの自然な動きを再現したほか、
リアルタイム伝送を使った企画も実施した。
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１００万ダウンロード突破！キャラクター作成からライブ配信までできるス
マートフォンアプリ
「カスタムキャスト」好評配信中。
公式サイトhttp://customcast.jp/

VR 空間でコミュニケーションができるほか、
ライブ配信を盛り上げるV ギ
フト
（ギフティング機能）
も贈れる、VR ライブ・コミュニケーションサービ
ス
「バーチャルキャスト」。
公式サイト ：https://virtualcast.jp

年越しはニコニコ生放送で！
『バーチャル大晦日 2018 〜みんなで年越しブイッとね！〜』
日程：2018 年 12 月31 日
（月） 開演：19 時 00 分
出演者：ミライアカリ、電脳少女シロ、猫宮ひなた、
ばあちゃる、田中ヒメ、鈴木ヒナ ほか
視聴 URL：http://live.nicovideo.jp/watch/lv316618117
©DWANGO Co., Ltd. / ©S-court Co., Ltd. All rights reserved. / © Virtual Cast, Inc.

