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当社子会社であるパルス株式会社（以下「パルス」）より、バーチャルライブアプリ「INSPIX LIVE」を、2019 年 8 月

13 日に App Store と Google Play でリリースしたことをお知らせいたします。2019 年 8 月 23 日には、株式会社岩本
町芸能社（以下「岩本町芸能社」）所属の VR アイドル「えのぐ」が、オンラインで楽しむことができ、新時代の音楽イベン
トであるバーチャルライブを開催予定です。さらにライブ後には、「えのぐ」が来場者を会場出口まで見送ってくれる”お見送り
会”も実施します。また、他社 IP を含むバーチャルライブも順次公開予定です。なお、本アプリは 2019 年 8 月９日発表
の「2019 年 9 月期第３四半期決算説明資料」の P.23 にて、Virtual Live Platform「INSPIX｣の Phase3 として
掲げていたものです。 

 
■バーチャルライブアプリ「INSPIX LIVE」の概要 

タイトル INSPIX LIVE 

プラットフォーム スマートフォン 

App Store https://itunes.apple.com/jp/app/id1471497988?mt=8 

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pulse227.inspix 

公式ホームページ https://inspix-live.com 

料金 基本プレイ無料 

配信開始日 2019 年 8 月 13 日 

運営会社 / 権利表記 パルス株式会社 / © pulse Inc. 

スマホでどこからでも VR音楽ライブに参加できる︕ 
バーチャルライブアプリ「INSPIX LIVE」、App Store と Google Playで本日リリース 

他社 IP を含むバーチャルライブも順次公開予定 

https://pdf.irpocket.com/C3689/hUeO/D4MN/c1sc.pdf
https://itunes.apple.com/jp/app/id1471497988?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pulse227.inspix
https://inspix-live.com/


 
【App Store】              【Google Play】 

 
■バーチャルライブアプリ「INSPIX LIVE」とは 

バーチャルライブアプリ「INSPIX LIVE」は、誰もが自宅にいながら、音楽ライブやバーチャル握手会に参加することがで
き、出演アーティストとリアルタイムコミュニケーションを取ることができる革新的なサービスです。従来の音楽ライブや握手会は
開催会場にタレントとファンが集まって実施されるものでしたが、「INSPIX LIVE」ではどこからでも瞬時にイベントに参加する
ことができます。どこからでもオンラインで参加できる「劇場」で、様々なバーチャルタレントが日替わりで音楽ライブや握手会を
行う新時代のバーチャルライブ体験を「INSPIX LIVE」が創造します。「INSPIX LIVE」には既に、VR アイドル「えのぐ」の
参加が決定しています。その他にも岩本町芸能社所属タレントや、他事務所に所属するバーチャルタレントも参加します。
また、国内のみならず世界規模で多くのバーチャルタレント･ユーザーに活用してもらえるプラットフォームを実現するため、中
国や北米への展開を決定しています。なお、本アプリはスマートフォンのみでもライブ視聴が可能ですが、VR ライブにご参加
いただくには、スマートフォン対応の VR ゴーグルが必要です。  
 

 



 

 

 

 
■バーチャルライブアプリ「INSPIX LIVE」今後の展開 

2019 年 8 月９日発表の「2019 年 9 月期第３四半期決算説明資料」に記載の通り、バーチャルライブアプリ
「INSPIX LIVE」では、今回発表の VR アイドル「えのぐ」をはじめとした自社 IP のほか、他社 IP の出演も予定しておりま
す。詳細につきましては決定次第、順次お知らせいたしますので続報をお待ちください。 

 

https://pdf.irpocket.com/C3689/hUeO/D4MN/c1sc.pdf


 
■Virtual Live Platform「INSPIX」の開発進捗状況 

 
Phase1︓2018 年 5 月 5 日に YouTube にて生配信された、VR アイドル「えのぐ」の初のライブの実現  
Phase2︓2018 年 8 月 10 日に開催された、VR アイドル「えのぐ」のライブビューイングによる初の本格ライブの実現  
Phase3︓今回発表のバーチャルライブアプリ「INSPIX LIVE」のリリース 
 
バーチャルライブアプリ「INSPIX LIVE」は、今後も継続的に機能拡充を行い進化して参ります。 
 
■VR アイドルユニット「えのぐ」とは 

「えのぐ」は、2018 年 3 月からユニット活動を開始した女子高生アイドルです。メンバーは鈴木あんず、白藤環、夏目ハ
ル、日向奈央、栗原桜子の 5 人です。2018 年 11月28日にユニバーサル ミュージックジャパンより、メジャーデビューいたし
ました。現在はバーチャル握手会やチェキ会を全国各地で実施するツアーイベント『えのぐに逢いに恋!!』を実施中です。また、
VR アイドルとしての活動が認められ、世界最大規模のアイドルイベント『TOKYO IDOL FESTIVAL 2019』の HOT 
STAGE に出演しました。 
 
・TOKYO IDOL FESTIVAL 2019 
http://www.idolfes.com/2019/index.html 
 

     

鈴木 あんず 白藤 環 夏目 ハル 日向 奈央 栗原 桜子 

 
■VR アイドルとは 
VR アイドルは、主に仮想現実（VR）を活動の場とするアイドルの総称です。岩本町芸能社が運営する VR アイドルユニ

ット「えのぐ」は、VR 空間で音楽ライブやバーチャル握手会などのタレント活動を行っています。 

http://www.idolfes.com/2019/index.html


 
■関連リンク 
・Virtual Live Platform「INSPIX」の概要︓ 
https://1923.co.jp/wp-content/uploads/2018/02/20180227_pulse_products.pdf 
・【VR アイドル】えのぐチャンネル︓ 
https://www.youtube.com/channel/UCFI81W9F49a7GvimKF905eQ 
・えのぐ@VR アイドル 公式 Twitter︓ 
https://twitter.com/rbc_geino 
 
■パルス株式会社の概要 

 

社名 パルス株式会社 

代表 代表取締役 銭 錕 

所在地 東京都渋谷区 

設立 2016 年 11 月４日 

事業内容 VR コンテンツの企画・開発・運営 

URL https://pulse227.com/ 

 
■株式会社岩本町芸能社の概要 

 

社名 株式会社岩本町芸能社 

代表 代表取締役 江藤 倫寿 

所在地 東京都千代田区岩本町 

設立 2017 年 9 月 14 日 

事業内容 VR タレントのマネジメント等 

URL https://rbc-geino.com/ 

公式 Twitter @rbc_geino 

※岩本町芸能社とパルスは業務委託契約を締結しています。 
 
株式会社イグニスとは 
『世界にインパクトを与えなければ、気がすまない』という経営理念の下、2010 年 5 月に創業した、新たなユーザー体験の
創出を目指すものづくり企業です。当社グループはスマートフォン向けアプリの企画・開発・運営を主な事業領域として、ソー
シャルゲーム「ぼくとドラゴン」やアクション RPG「でみめん」、ブラウザゲーム「猫とドラゴン」の他、恋愛・婚活マッチングサービス
「with」を展開しています。また、Virtual Live Platform 「INSPIX」やフードトラックプラットフォーム「TLUNCH」、ハード
ウェア及びソフトウェアの設計・製造・販売を行っているロビットにおける「morninʼ plus」など、その時流に合わせたサービスを
多面展開しています。今後もユーザーの潜在的なニーズを的確に捉え、新たなジャンルに挑戦することで、『次のあたりまえ』
となるサービスを創り続けていくことを目指します。 
 
イグニス コーポレートサイト URL︓https://1923.co.jp/ 
イグニス 公式 Twitter アカウント︓@IGNIS_PR 
本リリースに関するお問い合わせ 
株式会社イグニス PR 担当 
Mail︓pr@1923.co.jp 

https://1923.co.jp/wp-content/uploads/2018/02/20180227_pulse_products.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCFI81W9F49a7GvimKF905eQ
https://twitter.com/rbc_geino
https://pulse227.com/
https://rbc-geino.com/
https://twitter.com/rbc_geino
https://1923.co.jp/
https://twitter.com/IGNIS_PR
mailto:pr@1923.co.jp

