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常に新しいコンテンツを 
提供する独自のシステム
KATWALKmini 
モニター店舗募集

店舗面積100坪以上



アミューズメントコンテンツ導入検討時 
こんなことでお悩みではないですか？
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１つのコンテンツを長期的に
運用する場合、期間が長くな
るに連れて稼働率が下がる傾
向があり。 
導入直後から稼働が低い 
コンテンツは避けたい。

稼働率 スペース（大きさ）
大きなコンテンツ変更の場合 
導入コスト、 
ランニングコストを上回る収
益、導入コストまで回収でき
ている事例が少ない。

特にVRなどは、プレイエリ
アを広く想定するものが多
く、そのほかの筐体型コンテ
ンツは、自由に移動するのが
難しい場合が多い。

費用の回収見込み

1 2 3



現代のアミューズメントに 
おいてVR導入は 
必須アイテムと言えます。
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• 2021年現在のVRの世間認知度は90%以
上、利用意向者は56%で男女ともに10
代～20代の割合が高いと調査により判
明。 

• VR元年と呼ばれる、2016年は認知度
43%で現在の約半分以下。



VR施設の減少 
=VRは不人気なのでは？
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認知度は上がっているのにもかかわらず、 
店舗数が減少しているのはコロナウイルスの影響
が大きい事は確かです。

VR提供施設の減少原因

日本では、施設や店舗用にクオリティの高い専
用コンテンツを、提供するモデルが多く、1つの
コンテンツを導入するのに多額の費用がかか
る。

導入コストが高い

占有面積が大きい、１コンテンツにつき１人以
上のオペレーターが必要で、稼働が低いコンテ
ンツにも常に人為的ランニングコストがかかっ
ているため。

ランニングコストも高い
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　KATWALKminiはVRビジネスに特化した筐体

KATWALKminiは、 
ゲーム機ではなく”コントローラー”です。 
固定のゲームをプレイするために作られたのではなく、 
「VRの世界を歩くために作られた製品」です。 
このシステムがVRビジネスに与える優位性などを 
ご紹介していきます。



ニーズに合わせて利用方法を変更

大型店舗のVRビジネスにおけるKATWALKminiのメリット
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メリットその1

全てのコストが低い

メリットその2

メリットその3

メリットその4

小スペース(1.37㎡)で設置可能

長期運用を可能にするシステム
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製品寸法

•横幅　　　　：1170mm　

•奥行き　　　：1535mm

•高さ　　　　：1476mm

•プレート直径：940mm

占有面積はわずか1.37㎡

大人が両手を広げた時の占有面積と
同じ程度のスペースで設置可能。
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実際の動き

https://www.youtube.com/watch?v=vEhwLRX4m2s


店舗のニーズに合わせて提供方法を選択
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回転率重視

コンテンツを固定して、 
１回のプレイごとに料金
を徴収する。

対応コンテンツの中か
ら、好きなコンテンツ
を自由にプレイしてもら
う。

リピート重視

多様性重視 特定の人に向けて提供

マルチ対戦や、 
オンラインバトルで、 
何度もプレイしてもらう。

ゲーム以外のコンテンツ
を、企業や自治体に向けて
提供する。
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KATVR対応コンテンツは大きく分けて3種類あります

KATVRで動作可能なゲームが 
100以上あり、KATVRはコントロ
ーラーなので、動作環境が一致し
ていればKATVRで動作が可能で
す。対応ゲームは、現在も増え続
けています。

KATVR専用ゲーム KATVR対応ゲーム 産業系VRアプリケーション

KATVR専用に作られたゲームで、 
20タイトル程度あり、 
アミューズメント施設で運用する
目的で作られた 回転率重視のゲー
ムが多い。 
5分ごとに提供時間を設定できる。

企業や自治体の安全教育や職業訓
練のVRコンテンツをKATVR対応
にしたものです。 
KATVRを使うことで、没入感が増
すことや、他社との差別化が明確
になります。



店舗の状況に合わせて提供方法を選択
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稼働が高い時間や曜日（週末、平日の夕方以降）

■運用モデル
稼働が高い時は、オペレーションが少なくて、 
体験要素の強いコンテンツ(回転率を重視)を 
１回〇〇円などで運用する。

■運用コンテンツ
ターゲットが広く想定するため
歩行型VRコンテンツと、非歩行型VRゲームを 
3~5個固定して運用する。

■ターゲット
・VRを体験したいという層に向けた提供
　男女問わず全年齢

■注意点
回転率を重視するため、１回で満足する場合が 
多いので、リピート率の高いコンテンツや、対戦
が出来るゲームは平日や稼働が低い時に 
出来ますという誘導が必要。 
稼働が低い時の集客にも利用できる。
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稼働が高い時間や曜日はこのコンテンツを運用(1人向け)
「Bullet Sorrow 」　←クリックで詳細

操作性 簡単

ゲーム難易度 変更可能

人気 ★★★★★

プレイ人数 1人

提供時間目安 5分ごとに設定可能

操作性 簡単

ゲーム難易度 難しい

人気 ★★★

プレイ人数 1人

提供時間目安 5分ごとに設定可能

REVOKE

「AFFECTED: The Manor」　←クリックで詳細

操作性 簡単

ゲーム難易度 簡単

人気 ★★★★

プレイ人数 1人

提供時間目安 5~15分

操作性 簡単

ゲーム難易度 簡単

人気 ★★★★

プレイ人数 1人

提供時間目安 8~10分

「White Day VR」　←クリックで詳細

https://store.steampowered.com/app/521950/Bullet_Sorrow_VR/
https://store.steampowered.com/app/707580/AFFECTED_The_Manor/
https://store.steampowered.com/app/1442650/White_Day_VR_The_Courage_Test/
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稼働が高い時間や曜日はこのコンテンツを運用(1人向け)
「BOXVR 」　←クリックで詳細

操作性 簡単

ゲーム難易度 変更可能

人気 ★★★★★★★

プレイ人数 1人

提供時間目安 10分

操作性 簡単

ゲーム難易度 簡単

人気 ★★★★★★★

プレイ人数 1人

提供時間目安 10~15分

操作性 簡単

ゲーム難易度 簡単

人気 ★★★★

プレイ人数 1人

提供時間目安 10~15分

操作性 簡単

ゲーム難易度 簡単

人気 ★★★★★★★

プレイ人数 1人

提供時間目安 10~15分

「theBlu」　←クリックで詳細

「SUPERHOT VR」　←クリックで詳細 「オールインワン・スポーツ VR」←詳細

https://store.steampowered.com/app/641960/BOXVR/
https://store.steampowered.com/app/451520/theBlu/
https://store.steampowered.com/app/617830/SUPERHOT_VR/
https://store.steampowered.com/app/1514840/AllInOne_Sports_VR___VR/
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稼働が高い時間や曜日はこのコンテンツを運用(2人以上向け)

「ソード・オブ・ガルガンチュア」　←で詳細

操作性 簡単

ゲーム難易度 普通

人気 ★★★★

プレイ人数 1~4人

提供時間目安 ~15分

操作性 簡単

ゲーム難易度 簡単

人気 ★★★

プレイ人数 1~6人

提供時間目安 ~40分

操作性 簡単

ゲーム難易度 簡単

人気 ★★★★★

プレイ人数 1~10人

提供時間目安 10~15分

操作性 簡単

ゲーム難易度 簡単

人気 ★★★★★★

プレイ人数 1人

提供時間目安 10~15分

「The Experiment: Escape Room」　←詳細

「Fancy Skiing 2: Online」　←クリックで詳細 「Ultimate Fishing Simulator VR」←詳細

https://store.steampowered.com/app/895200/_//app/641960/BOXVR/
https://store.steampowered.com/app/977570/The_Experiment_Escape_Room/
https://store.steampowered.com/app/876930/Fancy_Skiing_2_Online/
https://store.steampowered.com/app/1024010/Ultimate_Fishing_Simulator_VR/


店舗の状況に合わせて提供方法を選択
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稼働が低い時間や曜日（平日の昼間など）

■運用モデル
稼働が低い日は、運用方法が2種類あります。
・リピート率の高いコンテンツを提供
・企業や自治体に向けた団体集客
時間貸しや、機材を長時間貸し出す方法で
稼働率を安定させます。

■運用コンテンツ
ゲームと産業系VRコンテンツなどを上手く
運用しながら、来客が少ない場合でも
団体予約や、１人あたりの単価を向上させます。

■ターゲット
・企業　・自治体　・教育機関
・学生グループ

■注意点
中にはオペレーションが複雑なものがあるので、
コンテンツを増やしすぎるとオペレーションが
追いつかなくなります。
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リピート率を重視するならこのコンテンツを利用(1人~)

操作性 やや難しい

ゲーム難易度 普通

人気 ★★★★★

プレイ人数 1~6人

提供時間目安 15~30分/1セット

操作性 やや難しい

ゲーム難易度 普通

人気 ★★★★★

プレイ人数 1~10人

提供時間目安 15~30分/1セット

「Contractors」　←クリックで詳細 「Front Defense: Heroes」←クリックで詳細

操作性 普通

ゲーム難易度 変更可能

人気 ★★★★★★★★

プレイ人数 1~4人

提供時間目安 20分~30分/1セット

「Pavlov VR」　←クリックで詳細

操作性 やや難しい

ゲーム難易度 普通

人気 ★★★★★

プレイ人数 1~64人

提供時間目安 15~30分/1セット

「WAR DUST」　←クリックで詳細

https://store.steampowered.com/app/963930/Contractors/
https://store.steampowered.com/app/763430/Front_Defense_Heroes/
https://store.steampowered.com/app/555160/Pavlov_VR/
https://store.steampowered.com/app/957790/WAR_DUST__32_vs_32_Battles/
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リピート率を重視するならこのコンテンツを利用(1人~)

操作性 簡単

ゲーム難易度 普通

人気 ★★★★★

プレイ人数 1~4人

提供時間目安 30分~無制限

操作性 簡単

ゲーム難易度 普通

人気 ★★★★★

プレイ人数 1~32人

提供時間目安 15~30分/1セット

操作性 普通

ゲーム難易度 変更可能

人気 ★★★★★★★★

プレイ人数 1~8人

提供時間目安 30分~無制限

「ARK Park」　←クリックで詳細 「No Man's Sky」←クリックで詳細

操作性 普通

ゲーム難易度 変更可能

人気 ★★★★★★★★

プレイ人数 1~4人

提供時間目安 20分~30分/1セット

「Phasmophobia」　←クリックで特集記事「The Forest」　←クリックで詳細

https://store.steampowered.com/app/529910/ARK_Park/
https://store.steampowered.com/app/275850https://store.steampowered.com/app/275850/No_Mans_Sky/
https://www.4gamer.net/games/537/G053703/20210602004/
https://store.steampowered.com/app/242760/The_Forest/
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団体集客を行う場合のコンテンツ(職業訓練)

コンテンツ例
消防士職業訓練シミュレート 
 
KATVRを使用することにより、  
消火までの手順を全て自分の体で再現できます。
1.装置、器具の選択　
2.消防車に乗り込むまでの工程
3.全ての箇所の消火 
歩行型VRでなければ、各ポイントでの消火や道具
を選ぶ工程にリアリティが減少します。
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団体集客を行う場合のコンテンツ(安全教育)

コンテンツ例
交通安全シミュレート

体験者は、いくつかの交差点を通過して、 
ポイント A（スタート） からポイント B（ゴール） 
まで歩くことになっている交通シミュレーションに
入ります。
交通ルールを守らないと事故につながり、研修生は
事故の衝撃を受けることになります。
体験者の行動によって結果が変動するコンテンツ
は、KATVRと相性が良くよりリアルに感じられま
す。
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団体集客を行う場合のコンテンツ(教育、学習)

コンテンツ例
プログラミング学習、検証

KATVR製品は、開発キットがオープンソースになっ
ており「Unity」「Unreal Engine」のいずれかで開
発したコンテンツに対応しております。
KATWALKminiを使用して自分で作成したVRコンテ
ンツを動かしたり、検証したりが可能です。 

プログラミングを学習している学生や、
講師からも問い合わせが多数あり一定数の 
ニーズがあります。
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増え続けているKATVR対応コンテンツ

KATVR公式ページ
SteamVRという世界最大のゲームプラットフォームで、 
販売されているVRゲームの中から動作条件を満たしたもの
を、KATVR公式ページに記載しております。 
こちらは毎日KATVR関連企業がテストや調査を行い、 
追加しております。 
SteamVRコンテンツは商業用施設向けのライセンスがある
ので、商業利用に適したコンテンツが多く、 
KATVRメインコンテンツとなっております。 
コンテンツのライセンス費も比較的安いです。 
産業系VRはKATVRJAPANによる調査や業務提携により、 
こちらも増えております。

https://www.kat-vr.com/pages/all-gamelist
https://store.steampowered.com
https://www.kat-vr.com/pages/all-gamelist
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足元の環境は自由に選べます

靴下から長靴まであらゆる環境で操作できます。 
KAT専用シューズもあり、 
運用方法やニーズに合わせて提供できます。 
靴を履くなどの工程が減り、オペレーションが楽
です。



1台のPCから一括で管理（KAT専用ゲームのみ）
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当社のソフトウェアソリューションである 
KATVR MISを使用すると、 
1台のコンピューターを介して複数のKATWALKminiを 
簡単に管理できるため、スタッフの効率を高め、 
使いやすさを最大限に高めることができます。



安全にVRコンテンツを提供
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KATWALKminiはバックサポートハーネスを採用してお
り、上下に動くバックサポートと、体の角度に合わせて動
く腰サポーターがあります。 
前が空いているので足元のアイテムを拾ったりも可能で、
もし転倒しても、腰サポーターが体を支えてくれます。 
周りのものを壊す心配もなく、常に見張っておく必要はあ
りません。



非接触型モデルを提供可能

25

ロンドンのOTHERWORLDは、 
VR体験提供のために個室ブースを提供する 
モデルで約4.5億円の資金調達に成功したという実績も
あり、「非接触型」というのは、 
今後需要があると思っております。 
KATWALKminiは、筐体の上から人が 
動かないので一人一人を個別ブースに入れることで、
完全に非接触型のモデルを提供できます。



機材の充電不要で常時スタンバイ状態
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稼働が落ちるたびに入れ替えるシステム 
コンテンツ選びもお手伝いいたします
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ニーズを伝える

①の情報をもとに 
KATVR対応コンテン
ツの中から、 
コンテンツをピック
アップします。 

コンテンツ選定

• ターゲット 
• 提供時間の目安 
• ジャンル 
• 想定人数 
などをお伝えくださ
い。

コンテンツ提案

②のコンテンツを、 
店舗の担当者様に運用方
法や使用料を試算しご提
案いたします。

入れ替え

稼働率や集客を見て、 
落ちてきたり反応が悪
い場合、コンテンツの
入れ替えを検討。 
①に戻ります。 

① ② ③ ④



長期運用可能を可能にするシステム
今でご紹介した内容をまとめるとKATWALKminiはこのようなシステムになります。

・小さいスペース、 
・少ないオペレーション、 
・安いライセンス費用、 
と、導入コストも運用コスト
も低く利用できます。

省コスト

・増え続けるコンテンツ 
・複数同時提供可能 
・ニーズに合わせて運用 
・稼働に合わせて入れ替え 
と、稼働率を安定させます。

稼働率の安定

産業系VRアプリを利用した
収益も可能ですので、 
企業や自治体への団体集客な
ども可能になります。

多様性
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KATWALKminiは、多様性の高さから 
ホテル、フィットネスジム、デパート、イベン
ト運営企業、eスポーツ施設、自治体、国家機関
（警察、軍隊、消防署）、教育機関、研究室、
コンテンツ制作企業に販売。 
2021年1月時点で、3138台の販売実績 

全世界120カ国にKATWALKminiを販売

実績
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• KATWALKminiを4台設置 

• 回転率の高い 
コンテンツを提供。

REDEE(大阪)

実績1

• KATWALKminiを4台設置 

• 歩行型VRからVRゲーム 
全般を提供。 

Viva(神戸)

実績2

• KATWALKminiを2台設置 

• 歩行型VRゲームを 
お客様の希望に合わせて提供

キスケ（愛媛）

実績3

アミューズメント導入実績



筐体型のコンテンツは集客力が高い
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筐体型のコンテンツは、流動的に人が往来している場所に設
置すると集客力や広告効果が高いです。 
東京ゲームショウ、XR総合展に出展された際も、 
KATWALKminiの知名度は低いものでしたが、 
・見た目のインパクト 
・自分の足で歩けるVR 
により、たくさんの人に並んでいただきました。

TGS2019(常時2時間以上の待ち時間)

先進的なデザイン
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コロナ禍でのKATWALKmini実動データ

0

60

120

180

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

高い稼働率-体験比率は約40%-
イベントや特定コンテンツ無料チケットなど、 
店舗を利用した全ての来場者数から試算した数字なので、もう少し高いです。

店
舗
の
意
向
よ
り
総
数
は
非
表
示



動作検証/KATVR製品体験場所
下記の場所でKATVR製品を体験出来ます(法人限定)。

KATVRJAPAN本社 
住所： 
愛媛県松山市 
体験可能 
・KATVR製品全般

KATVRJAPAN支店 
住所： 
東京都中央区新川 
体験可能 
・KATWALKmini
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REDEE(提携企業) 
住所： 
大阪府吹田市千里 
体験可能 
・KATWALKmini

BeRise(提携企業) 
住所： 
広島県広島市中区 
体験可能 
・KATWALKmini



日本総代理店による製品保守
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日本のKATVR製品は、日本総代理店が販売からメンテナンス、新コンテンツの開拓まで、
全ての業務を一括で行なっております。 
日本で一番KATVR製品やトレッドミル式全方位ルームランナーと呼ばれる製品のノウハウ
がありますので、海外製品によくあるトラブルや懸念材料は全てカバーしています。 
初期不良が発覚した場合にも、新品の製品をすぐに配送可能な状態にしており、 
部品の交換や修理など、お時間がかからないので安心してご導入していただけます。
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• KATWALKminiを無料で導入できます。 
（実費部分は負担） 

• 導入前と導入後のデータを共有いただきます。 

• KATWALKminiで収益を上げて、 
上がった収益で増設していただくのが目標です。

CONCEPT

KATWALKminiを運用して 
収益をアップさせます

企画コンセプト

モニター店舗募集
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¥900,000~販売定価

製品を無料で導入できるチャンスです

KATWALKmini、miniSのいずれかを2台と、 
周辺アクセサリなど総額200万円以上の 
KATVR関連製品を無料で提供します。 
実費部分はご負担いただきます。 

■実費部分 
・輸送費（配送料金） 
・設置工費（産業廃棄物や、ゴミの処分含む） 
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収益シュミレート（月間）
モニター店舗ではKATWALKmini導入による直接的な売り上げ見込みが30万円以上を基準にしております。 
提供料金はVR界隈で最低金額でも運用出来るように設定しております。

提供回数見込み売り上げ

30万円
1回提供料金(低料金設定)

500円÷ ＝ 600回

総来客数（見込み）総提供回数 稼働率（体験割合）

÷ ＝ 1500人以上600回 40%(0.4)



モニター店舗募集条件
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KATVRが正常に運用できる 
環境である事。 

■例 
• 設置スペース 
• 常駐スタッフ 
• 電源 
• ネット環境

環境

流動的に人が往来する場所や
地域である事。 
 
■基準 
店舗来場者数（見込み）が 
最低1500名以上である。 
（収益シュミレートによる 
　試算からの基準人数）

見込み収益

• KATVR、VR導入は今後必
要だと認識している。 
• 来場数やKAT稼働率データ
を共有出来る。 
• コンテンツ入れ替えなど稼
働率を上げる提案に対して
しっかり対応していただけ
る。

その他
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募集制限と期限（期間）

募集制限

・１業種につき１社予定 
　■採択基準 
　KAT導入で収益をしっかり向上できる 
　期待が持てる企業、店舗優先 

・１店舗につき2台まで 
　2台以上導入の場合はご相談ください。 

・自社で運営している店舗であること。

期限（期間）

募集期限 
2021年10月31日まで 

設置期間 
2021年12月31日までに運用開始 

期間内でも業種によっては先着で 
決まってしまう場合もあるので、 
お早めにご応募ください。
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モニター店舗応募ステップ

STEP 
01

応募

• 応募専用フォームからモニター店舗応募 
【リンク:URL】 
https://forms.gle/gf6XAoYBFQDfAEMr5 

https://forms.gle/gf6XAoYBFQDfAEMr5
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モニター店舗応募ステップ

設置場所の確認

• 実費部分の計算 
• 運用コスト試算

お見積もり

• 設置面積の確認 
• 安全性の確認 
• 電源の位置確認 
• 搬入ルートの確認

打ち合わせ

• 運用方法の提案 
• お見積もり（コスト） 
を見て導入をご検討いた
だきます。

契約

モニター店舗として同
意いただきましたら、 
契約書を交わしていた
だきます。 

STEP 
02

STEP 
03

STEP 
04

STEP 
05
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設置

担当者様立ち会いの元 
KATVRJPが設置に伺い
ます。 
PCの設定や、機材の設
置を現地で行います。

納品 オペレーション
指導

操作マニュアル、 
トラブルシューティン
グなどを担当者様に 
引き継ぎ、 
設置工程は完了です。

保守

原則オンライン 
（電話、チャット）に
てサポート対応。 
初期不良などは現地で
修復、交換など対応。

STEP 
06

STEP 
07

STEP 
08

モニター店舗応募ステップ

STEP 
09
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モニター店舗応募ステップ

STEP 
10

コンサルティング

来場者数やKATWALKminiの稼働率を見なが
ら、コンテンツ入れ替えの提案や、 
新コンテンツの運用などをご提案します。 
コンテンツごとに可能なイベントの提案や、 
ターゲットに合わせたコンテンツの選定を 
KATVRJPで提案いたします。
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代表取締役 栁澤　匠輝

資料を読んでいただきまして、ありがとうございます。 
KATVRJAPAN株式会社匠栁澤と申します。 
KATVR日本総代理店は2020年から本格始動したため、 
コロナの影響によりアミューズメントへの導入はまだまだ
実績がありませんが、このモニター店舗募集を通じて 
KATWALKmini導入で収益向上できるという実績として、 
掲載させていただくべくこの企画をスタートしました。 
高額製品のため、１業種に対して１社ずつという募集です
が、是非応募していただけると幸いです。



よくある質問
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公式サイトで製品情報は閲覧できます。 
仕様書や詳しい資料などは、担当者もしくは、
お問い合わせフォームで資料請求してくだい。

KATWALKminiについて詳しく知りたいの
ですが、カタログなどはありますか？

ゲームコンテンツは、こちらから最新情報が閲
覧できます。産業用アプリケーションは、担当
者へ資料請求してください。

対応コンテンツは他に 
どのようなものがありますか？

事前に日程調整していただければ、 
東京、大阪、広島、愛媛で体験可能です。

実際に体験したい場合は、 
どうすれば良いですか？

開発環境、移動方法が条件に合えば数時間で 
使用可能になります。 
検証などをご希望の場合はこちら。

VRコンテンツを持っているが、
KATWALKminiで使えないですか？

https://katvr.jp
https://katvr.jp/contact.php
https://www.kat-vr.com/pages/all-gamelist
mailto:info@katvr.jp
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株式会社　匠

『VR空間を自分の足で歩くコントローラー』 
KATVR日本総代理店です。

会社概要

お問合せ先

メール 公式サイト 問い合わせフォーム

mailto:info@katvr.jp
https://katvr.jp
https://katvr.jp/contact.php

