
ベースパーク概要
ローカル・メタバース環境

３Ｄモデル共有・配信環境



ベースパークとは

リモート参加

Room

Room

ベースパーク

１）自分だけのオリジナルなバーチャルＳＮＳです。

２）参加者（会員）はベースパーク内で交流できます。

３）自分が作成（撮影）した３Ｄモデルをアップロードできます。

４）動画・静止画・各種文書のアップロードができます。

４）ＳＮＳ内部で３Ｄモデルの工作ができます

５）３Ｄモデルは、Ｗｅｂ＋ＡＲで表示可能です。

６）内部に自分のルームを増やす事ができます

Web表示

AR表示

展示場

工作

アップロード

座標配置

教室



ベースパークでできる事

製品撮影
LiDER

アップロード

チャットアバター

３Ｄモデル

３Ｄモデル

動画

操作メニュー

作成場

１）メンバー間で情報交換（チャット）ができます。
２）自分のオリジナルアバターをアップロードできます
３）自分のオリジナルモデルをアップロードできます。
４）３Ｄモデルをみんなで操作できます。

５）オリジナルモデルを内部で作成できます。
６）移動・拡大・縮小・追加・削除ができます。

アバター



教育向け事例



はじまりの広場（ベースパーク）



ベース・パーク
ＶＲ/ＡＲ・ゲームプログラミング

３Ｄモデル・物造り

教育向け事例（マイルストン）
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学校生活
休憩所
相談室
部活

勉強部屋
ビデオ上映

おしゃべり広場

物づくり体験職業訓練

ゲーム

基礎訓練
視野・運動能力

イベント

Cluster

Cluster
ワールド
同等機能

運用実績

AR/VR技術導入

現
在

はじまり広場

・就職をゴールに職業訓練を行う環境を作りたい
・ステップアップしながら環境を構築した。



支援が必要な人のコミュニケーション

・ペルソナ交流

直接対面をするのではなく

アバタを経由してコミュニケーションを取る

・異識交流

目、耳、触覚等、異なる感覚で交流を行う。

例：音声 対 文字 、 文字 対 振動

音声会話

音声 VS キーボード
ＶＲ アバタ

物造り体験

３Ｄモデル

ＶＲ アバタ



業務要件
対象ユーザー
１）現状の生徒数 30名程度
２）引きこもりになった（なりかけている）生徒数 10名程度
３）今後増やして行きたい生徒数（通学可能） ５名
４）今後増やして行きたい生徒数（通学不可能）10名
５）実際にある、対人交流の苦手な子の症状

コミュニケーションが苦手
相手の気持ちが理解できない
友達がいない
信頼できる大人が近くにいない
学習障害がある。
興味の幅が狭い等 最終目標

コロナ過で３密を避けた教育環境の整備
不登校から通学可能な生徒の増大
サービス向上による事業の拡大



効果試算

直接的効果

システム導入の無い場合
　コロナ過や環境により不登校が発生

（円）

月額 年額 人数 年間売り上げ

生徒数 80,000 960,000 40 38,400,000
不登校児童・生徒 80,000 960,000 5 4,800,000

損失金額 -4,800,000

システム導入した場合
　不登校５名中２名が登校できた時

（円）

復帰校児童・生徒 80,000 960,000 2 1,920,000
年間費用（システム） -80,000 -960,000 -960,000

効果金額 2,880,000

事業拡大
　教育コンテンツの充実やサポート環境により人員増大した場合

（円）

10名増 80,000 960,000 10 9,600,000
システム使用料 3,000 36,000 10 360,000
年間費用（システム） 1,000 12,000 10 -120,000
拡大効果金額 9,840,000

間接的効果

　このシステムを県内の事業所に横展開した場合
　再登校率を　10％　過程 10%

（人）

宮崎県　引きこもり 小 252
H30 中 941

高 304

合計 1,497

復帰の可能性のある人数 149.7

直接効果（不登校防止）
年間効果金額 2,880,000円

システム初期費用 1,681,288円
運用費用 80.000円

拡大効果（新規顧客獲得）
年間効果金額 9,840,000円

拡大効果（複数サイト展開）
年間効果金額 9,840,000円



店舗向け事例



新しいネットショッピングです
スマホカメラで読み取ってください

https://web-3d.net/

詳しくはこちら

https://web-3d.net/project-comfort-diner/sample_5/

スマホカメラでご覧ください



商品検討会（コンペ）

目的：業務プロセスの変化
試作 商品 購入

商品検討

作成

バーチャル展示 オーダ

チラシ

廃棄 問い合わせ

要望

１）物品販売からオーダメイドに変わる
２）バーチャルで商品を展示する事で、現物展示（廃棄）減る。
３）チラシに比べリアルな画像で、問い合わせが減る。
４）非接触・無廃棄・無店舗が可能

購入試作



店舗向けサービス：バーチャルモール

メリット

チラシを見て「現物を確認したい・・・」「中身を確認したい・・・」が減り

・問い合わせが減り、直接注文につなげる事ができます。

・現物商品を展示しなくても、実物に近い画像が展示できます。（在庫削減）

サービス内容

・ＨＰに３Ｄ画像を表示します。

・カタログに、スマホをかざすだけで実写の立体写真を表示します。

・360°方向から商品眺める事ができ、拡大表示が可能です。

特徴

・スマホで３Ｄモデルの撮影ができます。

・実写の立体の画像をＷｅｂとＡＲ表示します。

・アプリが不要なのでITが不安な人でも利用できます。

・既存のWeb・Wordpress等に組み込む事ができます。

スマホカメラで
ご覧ください

自社ＨＰ

スマホで撮影

机の上におく



メリット
・問い合わせの削減

→カタログと差異の出やすい季節や地方別の違いも実写で配信が可能

・サンプル作成・在庫費用の削減
→ケーキ・和菓子等、鮮度の必要な物も実物なしで展示できる

・スペースの削減
→同一空間に複数の商品・異業種の商品も展示可能なので店舗スペースが節約可能

・無店舗・非接触
→仮想店舗を設営が可能。

・アフターコロナ禍の客層の変化に対応
→街に出なくても宅配で十分と感じている顧客層にアピールできる。

・Webページのアクセス増加
→既存のWordpressやホームページに追加可能

・現物を確認したい欲求を満足できる。
→実物の様な３６０°から眺めて商品閲覧できる。



オプション



ＡＲ＋ＱＲ配信サイト





個人向けサービス：ハートフルギフト
・サービス内容
クリスマスカードやギフトカードの様に

自分の作成したモデルや撮影したモデルを

単体で配信します。

最大１年間の短期サービスになります。

・特色
自分の作成したモデルを配信できます。

QRコードをギフトカードや名刺に追加できます。

QRコードをSNSで拡散できます。

・サービス費用

モデル登録 2.000円

配信費用 500円/月

（最大１年間）

撮影

Web配信

自作モデル

既存モデル

名刺・カード

ＱＲコード配信



分析：ハートフルギフト
サービス内容

３Ｄモデル配信・販売サイト

ターゲット ：一般ユーザ、障がい者、在宅ワーカー、クリエータ、サブカルチャー

顧客の課題 ：自分で作った立体モデルを配布・販売サイトはあるがハードルが高いく市場が狭い。

隠れた要求 ：写真（２Ｄ）から３Ｄを使いこなす時代へ対応したい。（２Ｄゲーム→３Ｄゲーム）

障がい者、シングルマザーの在宅業務として新しい分野の開拓を行いたい

コンスマーでのゲームクリエータ、３Ｄエンジニアの育成

提供サービス：３モデルにモーション追加、アプリ組み込みを行い有償又は無償で提供するサービス

：一般ユーザーがギフトカードを送る様に３Ｄモデルが贈れるサービスの提供

期待効果 ：ユーザーが３Ｄモデル作成・販売で収益を得る。

自作モデルの交換など地域交流のコミュニケーションを図る

情報提供 ：障がい者デーサービス、就職支援施設、職業訓練校の生徒

同等サービス：Cluster（クラスター）：https://cluster.mu/

BOOTH （ブース）：https://booth.pm/ja

アプリレスＡＲ ： https://www.omnibusjp.net/appless-ar/

COCOAR ： https://ar.lqd.jp/

https://cluster.mu/
https://booth.pm/ja
https://www.omnibusjp.net/appless-ar/
https://ar.lqd.jp/


メータバース用
モデル配信サイト



メタバース用３Ｄモデル販売サイト

３Ｄモデル販売サイト
・３Ｄモデルを立体表示可能
・購入者：クレジット・PayPay決済
・販売者：アップロード金額設定

特色
Ｗｅｂ上で３Ｄ表示
ＡＲ・ＶＲモデル対応

利用料
会員 2,400円/年
個別 売価の20％

アップロード

購入

メタバース
サイト

対象者
３Ｄモデルクリエータ
メタバース利用者

３Ｄ表示
ＡＲ・ＶＲモデル対応



ＡＲアプリ開発



拡張機能
この技術を応用するといろいろな事ができます。

例１）バーチャル水族館（イベント向け）
指定の場所に、バーチャル水族館を出現させます
サンプルYoutub https://www.youtube.com/watch?v=bNeN09PSkxo

例２）店内案内（店舗向け）
入口の表札から店内を表示

店舗の入り口から店内への誘導 サンプル
スマホカメラで
ご覧ください

家具配置 街中Web

https://www.youtube.com/watch?v=bNeN09PSkxo


アプリ版
• スマホアプリ化する事で多様な機能を付加できる

• アニメーション ダンス・音楽の配信

• 仮想空間 水族館、花畑

• 将来構想
• 商品クリックから自動発注

• 洋服の着せ替え等バリエーション変更

iPhone Andoroid

みやざき犬（Youtube）
https://www.youtube.com/watch?v=2bwObEHa1RE

サンプルアプリ



バーチャルイベント

https://www.youtube.com/watch?v=bHaDLeRhJHQ

https://www.youtube.com/watch?v=bNeN09PSkxo

若草通り街市水族館



注意

・３Ｄモデルの撮影＋加工が必要な場合があります。

撮影精度により加工が必要な場合があります。

・透明・光物・均一色は撮影できません

宝石、ガラス製品は不可能

・古いスマホは利用できない事があります。

繊細な製品ほど、データ量が多くなって表示が遅くなります。

iPhone 6 以上対応



事業計画



事業イメージ（本事業のみ）
・支出

経費費： 200千円/月（ライセンス費用、リース費用を含む）
人件費： 900千円/月（役員(SE)、プログラマ、デザイナ：３名）
年間 ： 13,200千円/年

・売上
・配信サービス

目標店舗数：120店舗
1店舗年間 ：モデル12点*500円/月＝6千円/月 = 72千円/年
年間売上 ：120＊72=8,640千円/年

・配信運用費
店舗数 ：120店舗
1店舗年間 ：年2回 12モデル更新*2千円 = 24千円/回 = 48千円/年
年間売上 ： 1,440千円/年

・Web構築費
新規Web構築費：1件/月 （260千円）
年間売上：260 * 20 ＝ 5,200千円/年（平均）

個人向けサービスを含まず



事業概算

単価 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目

新規サイト 10 20 40 30 20 0

累計サイト数 0 10 30 70 100 120 120

構築費用 260 2,600 5,200 10,400 7,800 5,200 0

配信費用 72 720 2,160 5,040 7,200 8,640 8,640

更新費用 48 480 1,440 3,360 4,800 5,760 5,760

売上合計 3,800 8,800 18,800 19,800 19,600 14,400

支出 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200

利益 -9,400 -4,400 5,600 6,600 6,400 1,200

資金繰り表 前年繰り越し 0 -9,400 -4,400 5,600 6,600 6,400

経費 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200

売上 8,800 18,800 19,800 19,600 14,400

繰り越し残 -9,400 -13,800 1,200 12,200 13,000 7,600

Web系からアプリ系に移行

個人向けサービスを含まず



会社紹介



主なビジネスの柱
ＶＲ・ＰＣによるコミュニケーション プラットフォーム

バーチャル宮崎スクール

ＡＲによるバーチャルショップ プラットフォーム
バーチャルマルシェ

メタバースデザイナーの育成
３Ｄモデルデザイン・アニメーション作成

メタバースエンジニア育成
サーバーシステム構築・アプリケーション開発

ＡＲ・ＶＲ配信サービス

ライフプランニング

物つくり・産業エンジニアの育成
ロボット・３Ｄプリンター

障がい児童支援
引きこもり・コミ障害

店舗・産業支援
「おうち」ショップ

集客・広告媒体
Web・チラシ・カード

メタバース
エンジニア
スクール

ビ
ジ
ネ
ス
支
援

就
職
支
援
（
人
材
育
成
）

技
術

人
材

サービス



配信サイト
https://web-

3d.net

アプリ不要版

保有技術 https://web-3d.net

360°パノラマ
FilmoraPro

立体モデル編集
Unity/Brender

3D DATA

3Dモデル作成
Blender

Unity/VRoid

ホームページ

モバイル対応
Unity

Andoroid
X-Cord

イベント空間

ギフトカード

QRコード
３Ｄモデル
販売サイト

ECサイト構築
WooCommas

アプリ版

iPhone

Andoroid

３Ｄ撮影
Lidar活用
写真合成

Web構築
A-Frame

JavaScript/PHP
Wordpress

モーション追加
Unity/Brender

障
が
い
児
童
・
生
徒
教
育
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム

地
域
交
流
・
モ
ノ
つ
く
り
・
職
場
体
験
・
自
立
ス
キ
ル

アプリ化
VR/WebGL OpenGL

ＶＲ

コミュニケーション空間

ＶＲ空間作成

実績



代表者プロフィール

略歴
1960年 青森県八戸市に生まれる
1981年 都城工業高等専門学校 電気工学科 卒業

18歳 硬式テニス部主将 全国高専大会 ベスト８
1981年 ソニーイーエムシーエス(株)入社

31歳 社内ビジネス立ち上げのCAD/CAMシステム支援
運用保守：サーバー50台 CAD端末50台 事務端末500台

42歳 技術情報管理課を発足 統括課長
SONY TV事業部 技術情報を統括管理

44歳 実装部
薄型ＴＶ高密実装設計を支援（CAD/CAM/CAE）

1989年 30歳 テニスインストラクタを始める
1993年 34歳 一宮市テニス協会 スクール運営理事を担当

定員50名に対し応募173名を集客
2009年 48歳 ソニーイーエムシーエス(株)退社

心理カウンセラー/キャリアカウンセラー資格取得
2010年 49歳 福岡県 明光寺専門僧堂に上山 禅を学ぶ
2012年 51歳 曹洞宗 慈眼寺 住職就任
2013年 54歳 ライフプランニングIT 自営開業

中古パソコン販売・パソコン教室を開講中
2016年 56歳 合同会社 ライブ・ビジネススクール 講師登録
2018年 58歳 株式会社 宮崎ソフトウエアセンター 講師登録

情報処理技術者 講師・キャリアカウンセラー
2021年 60歳 株式会社 ライフプランニング 設立

コンサルティング・VRシステム開発

氏名：雲山悟康
職業：株式会社 ライフプランニング 代表取締役

キャリアカウンセラー・職業訓練校講師
住所：宮崎県 宮崎市京塚二丁目4-13 

吉原アパート 店舗３
電話：090-9337-9447
E-Mail: info@lifeplan-it.co.jp



バックアップ



探求型学習探求型学習

教育向け活用事例

見守り
手作り作品

手作りモデル

ＡＲ表示

３Ｄプリント

始まりの広場

楽しく継続して参加して欲しい。

・色々な友達と交流して社会性をもって欲しい。

・物造り等の職場の体験をして欲しい。

・自分の作品を紹介して認めてもらって欲しい。

・「見守り」機能で安全に運用管理をしたい

・ＡＲでもモデルを公開したい



３Ｄモデルの活用
・物造り 技術者の育成

３Ｄ ＣＡＤ／ＣＡＭ／ＣＡＥ技術による物造りの疑似体験により
物造りへの興味へ関心をむける。
事例：３Ｄプリンターによるミニチュアモデルの作成

モデルハウス、簡易ロボット、工作機器等

・３Ｄモデルクリエータの育成
今後発達する ＶＲ 環境に必要な３Ｄモデルのクリエータを育成する。
事例：自然環境、建物、部屋、教室、映画上映、店舗、車、アバター等


