
 

 

▲「バーチャル仲通り」内の「仲通りエリア」イメージ 
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一般社団法人関西イノベーションセンター（以下、当社団）、公益財団法人大阪観光局（以下、大阪

観光局）、クラスター株式会社（以下、クラスター社）、株式会社 BitStar（以下、BitStar 社）および

Tokyo Marunouchi Innovation Platform（以下、TMIP）は、クラスター社のメタバースプラットフォ

ーム上で三菱地所㈱が運営する「バーチャル丸の内」において、今回新たに拡張した「仲通りエリア」

を 2022 年 8 月 6 日より公開し、8 月末までバーチャル空間上で大阪観光の魅力を伝えるプロモーショ

ンを展開します。 

公開初日には、人気インフルエンサー、Julia、そわんわんが大阪の魅力を語るトークショーと FLOW、

Daoko(DJ set)、當山みれいが出演するバーチャル音楽ライブを開催します。イベント前には、Julia が

大阪観光の魅力を伝える動画を YouTube（Julia in style）に投稿し、SNS とメタバース空間の連携に

よる観光プロモーションの実証を行います。 

＊イベント参加用 URL：https://cluster.mu/e/56452233-c513-490e-bc91-a6bfb913b330 

＊「バーチャル丸の内」URL： 

https://cluster.mu/w/afe0fc99-737f-4336-94aa-a830285f05e4（イベント後 8 月 6 日 20:00 頃オープン予定） 

 

  

 

本取り組みの内、「メタバース空間を通じた大阪観光の魅力発信」については、当社団が運営するイノ

ベーション創出拠点 MUIC Kansai（以下 MUIC）の課題解決プログラムとして採択され、コロナ禍で

定着したメタバース空間での滞在・回遊体験の特徴を活かし、バーチャルを通じた新たな地域の魅力発

信の方法を提案・検証していくことを企図しています。 

  

「メタバース×観光」インフルエンサーと連携し 

メタバース空間を通じて大阪観光の魅力を発信！ 
～8月 6日にインフルエンサーのトークショー&バーチャルライブイベントを開催～ 

https://cluster.mu/e/56452233-c513-490e-bc91-a6bfb913b330
https://cluster.mu/w/afe0fc99-737f-4336-94aa-a830285f05e4


 

 

■実証実験概要                                

近年、メタバースへの関心の高まりにより、観光分野においてもバーチャル空間上に観光地を再現す

るなど各地で活用事例が進んできました。今回の実証では東京・丸の内をバーチャル空間上に再現した

「バーチャル丸の内」を起点に、イベント開催等を通じて地域の魅力を発信する事を目的とし、効果的

なプロモーションが可能な空間・体験設計について検証する事を目指します。 

 

＜特徴①：インフルエンサー、ミュージシャンと連携した情報発信＞ 

より多くの方にバーチャル空間にお越し頂けるよう、BitStar 社が企画するインフルエンサーによる

YouTube を通じた大阪観光の魅力に関する動画投稿・連携に加え、拡張エリアの公開日である 8 月 6 日

には音楽ライブのオープニングイベントも実施します。 

 

＜特徴②：バーチャル空間の活用・連携による地域の魅力発信＞ 

イベント終了後も、「仲通りエリア」では 8 月末まで大阪の魅力を集めた様々なプロモーション用の

画像・動画を展示します。素材については、大阪観光局および水都大阪コンソーシアムより提供頂き、

大阪観光の魅力が詰まった関連サイトへの送客を促します。 

また展示期間中は、2025 年の大阪・関西万博を見据え大阪府、大阪市が提供する「バーチャル大阪」

と「バーチャル丸の内」をダイレクトに接続し、バーチャル空間におけるゼロ秒での丸の内・大阪間の

移動を実現いたします。 

 

＜特徴③：リアル空間と連動したキャンペーンの実施＞ 

加えて、東京・丸の内側では、イベント参加者を対象に丸の内で利用できる丸の内ポイントアプリの

ポイントプレゼントキャンペーンを行うことで、リアルな丸の内エリアへの送客も行います。 

 

このように実証実験では YouTube からバーチャル丸の内（cluster）へ、東京・丸の内から大阪へ、

バーチャルからリアルへと、チャネル・地域の壁を越えた連動型のプロモーション施策を展開します。 

 

■オープニングイベント開催概要                                  

開 催 日 時：2022 年 8 月 6 日（土）18:15～20:00（予定） 

イベント名：バーチャル仲通りオープニング記念 大阪観光 PR イベント  

プログラム：人気インフルエンサーによる大阪観光をテーマにしたトークショー 

人気インフルエンサーと楽しむバーチャル音楽ライブ（トークショー出演者：Julia、そわ

んわん、音楽ライブ出演者：FLOW、Daoko(DJ set)、當山みれい） 

主   催：三菱地所株式会社、MUIC Kansai 

開 催 方 法：「バーチャル丸の内」上での生配信 

料   金：無料（事前申込不要） 



 

 

 

 

 

■アプリケーション「cluster」について                                

 「cluster」は、スマートフォンや PC、VR 機器など様々な環境からバーチャル空間に遊びに行くこと

ができる、マルチプラットフォーム対応のバーチャル SNS です。音楽ライブや発表会などのイベント

のほか、いつでも無料で参加できるバーチャルワールドでチャットやゲームを楽しめます。 

 

＜アプリケーション概要＞ 

名    称：cluster 

運    営：クラスター株式会社 

価    格：無料 

互 換 性：スマートフォン…iOS 14.0 以降、Android 9.0 以降 

       PC…Windows10 以降、macOS10.13 以降 oculus,vive 対応 

ダ ウ ン ロ ー ド U R L：https://cluster.mu/downloads  

 

【注釈】 

※「バーチャル丸の内」のイメージ画像について、現在開発中のため、今後デザインが変更される可能性があります。 

※商標について記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。 

 

 

■参考 1）「バーチャル丸の内」について                                   

「バーチャル丸の内」は、三菱地所が cluster のプラットフォーム上で丸の内をバーチャルに再現し

たメタバース空間です。です。ユーザーは世界中のどこからでもイベントに参加することが可能です。

さらに、アバターを介してコメント機能のほかエモーション機能によりハートや拍手を送ったり、様々

な色のペンライトを振ったりするなど反応や感情を伝えることでイベントをより楽しむことができま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▲アプリケーションアイコン 

▲実際の「マルキューブ」（丸の内ビル 1 階） ▲「バーチャル丸の内」上の「マルキューブ」 

▲バーチャル仲通りオープニング記念 大阪観光 PRイベント 

https://cluster.mu/about
https://cluster.mu/downloads


 

 

＜参加方法＞ 

・参加方法：VR デバイス、スマートフォン、PC/Mac からご参加いただけます。 

・cluster の無料アカウント作成と、ご利用されるデバイス用の cluster アプリのインストールが必要で

す。 

・cluster アカウント作成：https://cluster.mu/ 

・cluster アプリダウンロード：https://cluster.mu/downloads 

・参加料：無料 

 

■参考 2）各社の概要と取り組み                                   

【一般社団法人関西イノベーションセンター】 

当社団は株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ（代表執行役社長 亀澤
かめざわ

 宏
ひろ

規
のり

）、および株式会

社三菱 UFJ 銀行（取締役頭取執行役員 半沢
はんざわ

 淳一
じゅんいち

）が設立し、関西経済の活性化と 2025 年大阪・関

西万博の成功に貢献することを目的とした活動を行っております。 

 

社名  ：一般社団法人関西イノベーションセンター 

所在地 ：大阪府大阪市中央区伏見町 3 丁目 6 番 3 号 

代表者 ：代表理事 林 安秀 

開業  ：2021 年 2 月 

ＵＲＬ ：https://www.muic-kansai.jp/ 

 

【クラスター株式会社】 

クラスター社は、誰もがバーチャル上で音楽ライブ、カンファレンスなどのイベントに参加したり、

友人と常設ワールドやゲームで遊んだりすることのできる「バーチャル SNS」を展開しています。スマ

ホや PC、VR といった好みのデバイスから数万人が同時に接続することができ、これにより大規模イベ

ントの開催や人気 IP コンテンツの常設化を可能にしています。 

 

社名  ：クラスター株式会社 

所在地 ：東京都品川区西五反田 8-9-5 FORECAST 五反田 WEST 10F 

代表者 ：代表取締役 CEO 加藤 直人 

設立  ：2015 年 7 月 

事業内容：メタバースプラットフォーム「cluster」の開発・運営 

ＵＲＬ ：https://corp.cluster.mu/ 

 

【株式会社 BitStar】 

「その輝きを、加速させる。」BitStar は動画クリエイターを独自データとテクノロジーで支援し、ク

リエイターエコノミーの拡大を加速させるエンターテックカンパニーです。 

 

社名  ：株式会社 BitStar (ビットスター) 

所在地 ：東京都渋谷区渋谷 2-22-3 渋谷東口ビル 10F 

代表者 ：代表取締役 社長執行役員 CEO 渡邉 拓 

設立  ：2014 年 7 月 

事業内容：クリエイター支援事業、コンテンツ制作事業 

ＵＲＬ ：https://corp.bitstar.tokyo/ 

https://www.muic-kansai.jp/
https://corp.cluster.mu/
https://corp.bitstar.tokyo/


 

 

 

【TMIP（Tokyo Marunouchi Innovation Platform）】 

TMIP は、一般社団法人 大丸有環境共生型まちづくり推進協会が運営する組織で、丸の内エリア（大 

手町・丸の内・有楽町）のイノベーション・エコシステム形成に向けて、大企業とスタートアップ・官・ 

学が連携して社会課題を解決することでグローバルなマーケットに向けたイノベーションの創出を目 

指すプラットフォームです。会員、パートナーを含めると 100 社を超える組織になります。本取り組

みでは、プロジェクトの企画・実行をサポートしています。 

 

ＵＲＬ ：https://www.tmip.jp/ja/  

 

 ＜本件に関する報道関係者からの問い合わせ先＞ 

■一般社団法人関西イノベーションセンター 

お問い合わせ：https://www.muic-kansai.jp/contact/ 

■クラスター株式会社 広報担当 E-mail：info@cluster.mu 

■TMIP お問い合わせ E-mail：info@tmip.jp 

 

https://www.tmip.jp/ja/
https://www.muic-kansai.jp/contact/
mailto:info@cluster.mu
mailto:info@tmip.jp

