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ボカロ曲動画CM
制作パックのご案内
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ニコニコ概要

「ニコニコ動画」「ニコニコ生放送」などの各種サービスからなる

コメントと映像がもたらす一体感の中でコンテンツを視聴するサービスです

即時性

双方向

能動的

映像とコメントの一体型コミュニケーションという特性から、ユーザー反応を瞬時に把握する事が可能です

コメントを通じたコミュニケーションにより感情・感動を共有し、他メディアにはない一体感を生み出せます

ギフトやアンケート機能などを活用することで、ユーザー主体の参加型コンテンツ展開を実現いたします
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サービス/コンテンツ

ニコニコ動画 ニコニコ生放送 ニコニコチャンネル ニコニコ静画

ニコニコモンズニコニコニュース ニコニコ大百科 RPGアツマール

あらゆるクリエイターやユーザーニーズに対応する多様なサービスを展開

多ジャンルの投稿動画コンテンツ配信サービス 公式生放送やユーザー生放送などの番組を配信 タレントや企業など多様なチャンネルサービス イラストや漫画などの投稿配信サービス

オリジナル記事配信も行うニュースサイト ゲームやアニメなどネット系単語の辞典サイト 素材ライブラリー等の創作支援サービス 自作ゲーム投稿コミュニティサービス
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利用者数/属性

約8,300万人

登録会員数(ID発行数)

約159万人

プレミアム会員数 【※】

約2,000万人

ログイン＋非ログイン視聴MAU

約279万人約4,815万人

Google AnalyticsによるMAU

約402万人
※ユニークブラウザ数

Google AnalyticsによるDAU

※ユニークブラウザ数

ログイン＋非ログイン視聴DAU
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※2020年9月30日時点

68% 32%

男女比率 年代比率 アクセス推移

曜日別PV数

●土日祝日や大型連休等に利用者が増加

【※】プレミアム会員とは

月額550円にて、専用回線での快適な視聴や、

生放送の優先視聴ほか様々な特典を受けられます。

時間帯別ＰＶ数

●20時～0時にかけてピークを迎える

10代
6%

30代
30%

40代
17%

50代
9%

20代
33%

その他
5%
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参考 ボカロ関連トピックス・事例のご紹介
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‘’ボカロ‘’とは？

歌い手

歌ってみた

人が歌うカテゴリ。
原曲にアレンジを加
える場合もあり。

原曲を楽器や楽器以外
のもので演奏するカテ
ゴリ。

原曲のイメージに合った
絵やPVのイメージを描く
カテゴリ。

原曲に合わせて踊ったり
オリジナルの振り付けを
するカテゴリ。

原曲イメージに合った映
像を造るカテゴリ。

演奏者

演奏してみた

絵師

描いてみた

踊り手・振付師

踊ってみた

動画師

PV作ってみた

▶オリジナル楽曲から派生作品まで

一次創作
ボーカロイドソフトを使って作曲からPV制作までを行う。
複数人で分担している場合が多いが、一連の作業を全て一人で行うクリエイターもいる。

二次創作

歌声の合成には、実際の歌手の声から採取した歌声データを使用。
クリプトン・フューチャー・メディア株式会社から発売の「初音ミク」が最も
有名で、公式キャラクターも大人気です。ボーカロイドの歌声を使用した楽曲

は「ボカロ曲」と呼ばれ若い世代を中心に大人気のジャンルです。

ヤマハ社製品以外にも続々と
歌声合成ソフトが参入中！

メロディーと歌詞の入力で歌声を合成できるソフトウェア

ヤマハ株式会社開発「VOCALOID」の通称
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参考 事例から分かる ボカロ曲CMがもたらすベネフィット

✔ ボカロ曲CMは最新曲≠効果的

リリース年が古い曲でも充分な訴求力あり
幅広い年代のユーザーにリーチします

✔ ボカロファンはボカロ曲CMに
気づくとSNSに投稿し拡散する

いちはやく仲間へ感動と情報を拡散します

✔ ボカロファンはボカロ曲CM
の企業に対して好感を抱く

「●●社は分かってる！」と好感度UP

最新曲～10年以上前の曲まで！
新旧ともに盛り上がるボカロイベント

tiktokのダンス動画や歌ってみた動画
で昔のボカロ曲がリバイバル中！

2020年12月のボカコレで
もリミックスコンテストの
元ネタはTOP3曲中2曲が
10年以上前の曲でした。

Tiktokのダンス動画の
BGMで若年層に浸透。
「歌ってみた」バージョン
で流布している場合も多く、
元がボカロ楽曲だと知らず
にいる層も多い。

ニコニコユーザーはTwitter利用率、
投稿頻度どちらも高い傾向

好きなものはスクリーンショット
＋URLを添えて投稿、拡散！

推しコンテンツについての
投稿は動画スクショや元動
画のURLを添え、分かりや
すさに配慮した投稿をする
傾向があるので、CM配信
から2次的な拡散効果あり。

昨年の調査で35%が日に5
回以上、40%が日に1～4
回の投稿をするデータが出
ています。嬉しい話題があ
れば即、SNSに投稿。

企業公式とネットコンテンツの
コラボで好感度UP

推しコンテンツの協賛やサポート企業
に具体的な行動で感謝や行為を示す

ニコニコユーザーは企業に
対し、動画へのコメントや
SNSでの投稿、商品の購入、
他社製品からののりかえ、
など具体的な行動で好意を
示します。

普段は接点のない企業の公
式が、自分の推しコンテン
ツとコラボすることで身近
に感じ、好感度を増すユー
ザーが多いようです。
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CONFIDENTIAL

スポンサーメニューのご案内
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制作パックメニューのご案内

項目 メニュー 概要 備考

制作 既存ボカロ楽曲利用の動画制作
■楽曲選定
■動画CM制作

楽曲の使用期間および範囲は協議の上、事前に決定する
■替え歌、アレンジVer.の場合は別途費用追加となります

■動画に使用する楽曲、映像は両版同一素材
■アニメーション、特殊加工等の動画は費用別途となります

※新作楽曲も別途制作費で対応可能

広告 niconico ビデオAD 配信

■配信料金 ：￥1,000,000（税抜）~
■素材秒数 ：8秒以上
■配信単価 ：0.8円
（セグメント1種ごとに0.2円ずつ加算）

※配信条件により上記数値は変動します。
※セグメントについてはP16を参照下さい。

■配信期間は7日間から1か月間を自由設定
■別途配信レポート提出
∟配信数（imp）
∟視聴完了率（%）
∟CTR

¥2,000,000～(税抜)

※動画制作費及び出演費についてはネット価格になります。

ボカロ曲動画CM制作パック

商材のイメージにフィットした既存のボーカロイド楽曲を使用し、御社製品

のプロモーション動画CMを制作します。投稿用の動画とビデオAD配信用の

切出し動画(15秒)の配信を含んだお得なパッケージメニューでボカロ曲の

ファン層に向けて広く訴求します。
※使用する楽曲によって制作費は変動します

オプ
ション

ボカロPアカウント
告知投稿

■ボカロP自身のSNSアカウントからの
動画・告知記事投稿

■楽曲フル版動画の投稿
niconico・YouTube・Twitter等
※実施にあたっては、ボカロPの

可否確認必須となります。

300万円(税抜) のところを通常価格

初回限定
特別価格
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ニコニコビデオADのご案内

9

配信タイプ インプレッション保証

配信料金 0.8円/imp～ セグメント一種ごとに0.2円ずつ加算されます。

セグメント内容
性別(男、女)、年齢(13歳以上64歳まで1歳ごと)、興味関心(次ページ参照)、地域(都道府県)、
デバイス(PC、SP)、掲載位置(プレロール、ポストロール)

配信期間

7日間から1か月間(168時間から744時間)を自由設定
平日13時頃配信開始、平日休日問わず13時配信終了
(13時以外の開始・終了時刻をご希望の場合はお問合せください。
開始・終了時刻は10分単位となります。)

入稿内容

動画データ

動画の長さ 8秒以上

ファイルサイズ 100MB以内

ビットレート 上限なし

解像度 16:9（最低サイズ 640 x 360pix）

フォーマット
ファイル形式 ：mp4
動画コーデック：H.264
音声形式 ：AAC

SPコンパニオン
バナー規定

横640×縦100pix (GIF/JPG) 200KB以内
アニメーション不可
※入稿は必須ではございません
※PCは非対応となります。

リンク先URL 1クリエイティブに1リンク先を指定可能

レポート
・インプレッション数(動画)
・クリック数(動画/バナー)
・動画総秒数に対する25%、50%、75％、100％視聴完了数

備考

最大入稿本数 ：10本
最大差し替え回数：9回

広告セールスシート内のご注意事項を必ずお読みください。

『ニコニコビデオAD』

表示領域

表示領域全体が

クリッカブルとなります。

(スキップボタン除く)

iOSアプリ 縦画面配信イメージ

PCブラウザ 配信イメージ

『ニコニコビデオAD』

表示領域

詳細

広告 0:01

【詳細】の文字をタップするとリンク先に遷移します

コンパニオンバナー表示領域

動画広告再生5秒後にスキップするか選択可能

表示領域

表示領域

本編再生前(プレロール)と再生後(ポストロール)に配信

ビデオAD
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ニコニコビデオADのご案内

10

※2019/3/4時点

男性

71%

女性

29%
男性

70%

女性

30%

ゲーム アニメ 音楽

ゲーム実況動画や、トレーラー(PV)

などゲームに関心の高いセグメント

アニメや声優、同人イラストなどに

関心の高いセグメント

VOCALOIDやアニソンを中心に

サブカル音楽に関心の高いセグメント

動画視聴履歴から趣味嗜好を分析し、ユーザーの興味関心にマッチした広告を配信

スポーツ 動物 料理 旅行 政治

下記も配信可能です。

テクノロジー

男性

61%

女性

39%

エンターテイメント

パチンコやパチスロなどギャンブル系

に関心の高いセグメント

男性

49%

女性

51%

ビデオAD 興味関心セグメント
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楽曲
動画

楽曲
動画

楽曲
動画

楽曲
動画

おすすめ楽曲一覧

2011年9月に投稿された黒うさPの
オリジナル曲である。TOYOTAの
TVCMでも使用された大ヒットソング

『千本桜』
黒うさP

ポップな曲調に重なるピコピコ電子音
がかわいいポップス。無数の踊ってみ
た動画を生み出した殿堂入り楽曲。

『ハッピーシンセサイザ』
EasyPop

『だんだん早くなる』
40mP

ほのぼのしたかわいらしいメロディ
ラインが歌詞に合わせてテンポが速
くなったり遅くなったりする楽曲。

『彗星ハネムーン』
ナユタン星人

東武トップツアーズ様の2017年オ
リジナルテーマソング。踊ってみた、
歌ってみたカテゴリでも人気の楽曲。

※上記で記載されている楽曲の使用権利はDW社にございますが、権利取得のご希望がある場合は要相談となります。
※楽曲使用料は変動する場合がございます。都度ご確認いただけますようよろしくお願いいたします。

※上記は一例となります。他の楽曲についても個別にご相談いただけます。

https://www.nicovideo.jp/watch/sm15630734

https://youtu.be/shs0rAiwsGQ

https://www.nicovideo.jp/watch/sm12825985

https://youtu.be/poiZSEjQBgw

https://www.nicovideo.jp/watch/sm25658559

https://youtu.be/ggkRMKbb89A

https://www.nicovideo.jp/watch/sm30978393

https://youtu.be/wCj04kwAFX8
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楽曲
動画

楽曲
動画

楽曲
動画

楽曲
動画

おすすめ楽曲一覧

メジャーで大ヒット中、米津玄師の
ボカロP時代の大人気楽曲。
歌ってみたなど無数のスピンオフ作
品が投稿された楽曲。

『マトリョシカ』
ハチ

人気ユニット「ヨルシカ」の前身「n-
buna(ナブナ)」の楽曲。ボカロ特有
の高音域の楽曲を人気歌い手のカバー
動画がヒットの後押しとなった。

『ウミユリ海底譚』
n-buna

『バルーン』
シャルル

「NHKみんなのうた」や映画などに
楽曲を提供する須田景凪のボカロP
時代の大ヒット作品。

『何でも言うことを聞いて
くれるアカネチャン』

GYARI

ラップ超のストーリーテリングと歌
サビで何でも快く答えてくれる『ア
カネチャン』を描くコミックソング。

※上記で記載されている楽曲の使用権利はDW社にございますが、権利取得のご希望がある場合は要相談となります。
※楽曲使用料は変動する場合がございます。都度ご確認いただけますようよろしくお願いいたします。

※上記は一例となります。他の楽曲についても個別にご相談いただけます。

https://www.nicovideo.jp/watch/sm11809611

https://youtu.be/HOz-9FzIDf0

https://www.nicovideo.jp/watch/sm22960446

https://youtu.be/7JANm3jOb2k

https://www.nicovideo.jp/watch/sm29822304

https://youtu.be/TA5OFS_xX0c

https://www.nicovideo.jp/watch/sm32492001

https://youtu.be/OVuYIMa5XBw
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楽曲
動画

楽曲
動画

楽曲
動画

楽曲
動画

おすすめ楽曲一覧

アイドルグループやアニメ作品など
に楽曲提供実績が多いボカロP。自身
が演奏するギターに定評あり。

『ワールズエンド・
ダンスホール』

wowaka

テンポの良い楽曲に少年風の音声ソフ
トFlowerを使用したさわやかな楽曲。
ほとんどの楽曲が殿堂入りタグがつけ
られている人気ボカロP。

『アイボリー』
Aqu3ra

『ボッカデラベリタ』
柊キライ

タイトルはイタリア語で『真実の
口』の意味。今話題の楽曲「うっ
せぇわ」のMV作画のWOOMAが
手掛ける反抗期的世界観の楽曲。

『ダーリンダンス』
かいりきベア

人気ボカロPが地雷系女子を描いた
ポップな楽曲。MVの女の子イラス
トを手掛ける「のう」も人気上昇中。

※上記で記載されている楽曲の使用権利はDW社にございますが、権利取得のご希望がある場合は要相談となります。
※楽曲使用料は変動する場合がございます。都度ご確認いただけますようよろしくお願いいたします。

※上記は一例となります。他の楽曲についても個別にご相談いただけます。

https://www.nicovideo.jp/watch/sm10759623

https://youtu.be/ZB75e7vzX0I

https://www.nicovideo.jp/watch/sm34412675

https://youtu.be/gy_uVLgFsQQ

https://www.nicovideo.jp/watch/sm36731216

https://youtu.be/wp9Z2wZ-2bs

https://www.nicovideo.jp/watch/sm37441963

https://youtu.be/Rkrm5foi188
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楽曲
動画

楽曲
動画

楽曲
動画

楽曲
動画

おすすめ楽曲一覧

個性的なテーマの歌詞を少年風の音
声ソフト鏡音レン使用で歌い上げた
アップテンポな楽曲

『ジャンキーナイトタウン
オーケストラ』

すりぃ

2020年に登場し知名度が急上昇して
いるボカロPによる楽曲。電子音を多
用しゲーム音楽を思わせる演出。

『終焉逃避行』
柊マグネタイト

『晴天を穿つ』
傘村トータ

ピアノのメロディーが美しい、人
生ドラマを描いたJPOP風の楽曲。
人気急上昇中のボカロP。

『アスノヨゾラ哨戒班』
Orangestar

音声ソフト「IA」を使用した楽曲。
2013年から音楽活動開始「アメリ
カ在住の高校生ボカロP」と話題に。

※上記で記載されている楽曲の使用権利はDW社にございますが、権利取得のご希望がある場合は要相談となります。
※楽曲使用料は変動する場合がございます。都度ご確認いただけますようよろしくお願いいたします。

※上記は一例となります。他の楽曲についても個別にご相談いただけます。

https://www.nicovideo.jp/watch/sm36109943

https://youtu.be/E1PGiyRjqkU

https://www.nicovideo.jp/watch/sm37946837

https://youtu.be/yVi3mhLr0uU

https://www.nicovideo.jp/watch/sm36713449

https://youtu.be/IkByPGNDLZU

https://www.nicovideo.jp/watch/sm24276234

https://youtu.be/XogSflwXgpw
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制作オプションメニュー

CM使用のボカロ曲を人気の
歌い手を起用した「歌ってみ
た」バージョンで制作します

人気の踊り手を起用し使用楽
曲に合った新規振付の「踊っ
てみた」動画CMを制作します

3DCGキャラによるCM制作
御社のマスコットキャラク
ターの3Dモデル制作も可能

※MMD…立体キャラにダンスモーションをつけら
れるフリーソフト「ミクミクダンス」の略称

¥5,000,000～(税抜)

¥1,000,000～(税抜)

¥500,000～(税抜)

ボカロ曲動画CM
制作パック

¥2,000,000～(税抜)

制作オプションによっては制作期間を延長する
可能性がございますので予めご了承ください。

ボカロ曲CMにさらに’’ニコニコらしさ’’をプラスする制作オプションです



© Dwango Co., Ltd. 

CONFIDENTIAL

動画制作フローのご案内
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内容確認し確定後に制作開始致します。

御社で完成動画の確認完了後、ご希望

の日程でニコニコビデオADで配信いた

します。

動画制作 ➡ ビデオAD配信

お申込み・制作の流れ

掲載終了後2~5営業日掲載開始2~3ヵ月前

報告書送付掲載
完パケ納品

入稿
制作パック

お申込み➡制作開始
使用楽曲の決定

動画CM内容の決定
リクエストシート

ご提出

ボカロ曲動画CM制作パックメニュー掲載までのフロー

事前にいただくもの
・リクエストシート
・PR商品概要
・説明文に記載するテキスト、遷移先URL

ご注意事項

・依頼にはクリエイターの可否確認が入ります。
・期間限定公開をご希望の場合には、事前にお知らせください。
・事前リクエストのない修正及び再撮影は別途料金が
発生する場合がございます。

・他社に権利が帰属するキャラクターをご使用の場合は
別途確認・費用が発生いたします。

※企画内容について、事前リクエストのない修正は別途料金が発生する場合がございます。
※企画内容により発注期限は異なりますので別途ご相談下さい。
※制作期間2~3ヵ月より短い期間でのお申込みの場合は営業担当にご相談ください。

リクエストシートのご提出

ご記入いただく内容
商品内容を伺い、CM動画の内容のご提

案と最適な楽曲を選定致します。

動画の構成案を事前にご相談致します。

※御社で使用したい写真素材、映像素

材等ありましたらお申し付けください。

内容の確認・ブッキング

動画投稿希望日／動画確認日／PR商品概

要・発売日／イメージ楽曲のURL／目的／

ターゲットのユーザー属性／

二次利用の有無・範囲／納品形式

ご記入いただく内容
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お問い合わせ

●協賛メニューを含むニコニコ広告に関するお問い合わせにつきましては以下までご連絡下さい。

株式会社ドワンゴ 広告営業部
Mail：info-ad@dwango.co.jp
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ドワンゴ主催イベント「The VOCALOID COLLECTION 」ご紹介
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開催概要

イベントタイトル： The VOCALOID COLLECTION 

開催期間： 2020年12月11日(金)～13日(日)

2020年12月12日(土)は豊洲PIT会場で’’The VOCALOID Collection LIVE’’開催

開催会場： ニコニコ生放送

企画概要： ネットとリアルで展開するボーカロイド楽曲メインの音楽イベント

人気ボカロP対談、ユーザー参加楽曲リクエスト企画、ボカニコDJライブ中継、ボカロ
楽曲制作指南、ニコニコ超パーティー再放送 など

協賛：

クリエイター支援協賛：

メディアパートナー：

協力： 株式会社インクストゥエンター、株式会社インターネット、株式会社NHN、株式会社エクシング、
ガイノイド、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社、一般社団法人 日本ネットクリエイター協会、
ピクシブ株式会社、株式会社NexTone、VOCALOMAKETS、株式会社AHS、ヤマハ株式会社
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開催実績_イベント全体

視聴者数 355,046人

ユーザーリクエスト企画「ボカコレミュージッククルーズ」

視聴者数 695,354人

累計視聴者数 1,049,400人

The VOCALOID Collection 2020 Winter
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実施企画概要_ボカコレステーション

JNCAクリエイター入門座談会

たかぴぃのクリエイターズ
ミッドナイト ボカコレ出張版ボカコレREMIX

ボカロP対談神出鬼没！ボカニコ ボカコレライブ打ち上げ

ニコニコ超パーティー再放送ボカコレステーション

星野卓也とNORISTRYがMCを務める
ボカコレステーションのメインコー
ナー。ランキング、リクエストコー
ナー、ボカコレプレイリストの紹介
を実施。

ボカコレ特設サイトで配布している
楽曲のStemデータを使ったRemixの
ハウツーコーナー。

過去開催のニコニコ超パーティー映
像からVOCALOIDパートを抜粋した
特別編成再放送！

ボカロPのたかぴぃがパーソナリティ
を務める視聴者参加型のトーク番組
をボカコレ出張版で配信。

ボカコレライブの出演者と映像振り
返りのオンライン打ち上げ配信。

楽曲作成ツールを使用したボカロP指
南コーナー。楽曲はもちろんMV制作
まで詳しく教えます。

有名ボカロPを招いたボカロP×ボカ
ロPの対談企画を3日間配信。

人気のボカロDJがあんな場所から
生中継！のボカニコ人気企画が再
び！温泉など驚きの場所から配信。
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実施企画概要_ボカコレ公式サイト

ランキング プレイリスト紹介 クリエイターインタビュー

クリエイター応援企画 Stemデータ配信 ユーザー参加企画

ボカコレ2020開催期間に投稿される
最新曲＋二次創作をランキング！

あのクリエイターのお気に入りボカ
ロ楽曲をプレイリストで大公開！

ニコニコの枠を超えて厳選されたク
リエイターの豪華インタビュー企画

ボカコレ2020タグの推し動画をニコ
ニ広告で拡散する応援企画。

Remix動画でボカコレに参加できる！
人気楽曲の編集用データを限定配信。

リクエストや動画投稿などニコニコ
＆Twitterからのユーザー参加企画。
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無料生放送ダイジェスト

DAY1

『神出鬼没！ボカニコ』草津温泉の湯畑を舞台に鬱PのDJ
パフォーマンスで開幕！服装も温泉街らしく和装で登場！

番組ではお互いに質問を用意。
「ライバルと思った人は？」とか
「一緒にコントのような曲を書い
てお金儲けをしませんか？」と
いったディープで答えづらい内容
が飛び交い、視聴者が思わずツッ
コむ場面もありました。

▼たかぴぃ・家の裏でマンボウが死んでるP ボカロP対談

▼ニコニコ超パーティ2016【VOCALOID LIVE】再放送

ボカロライブでも人気の高い「ニコ
ニコ超パーティ2016」でのライブの
様子を再放送。懐かしい、泣きそう、
この頃が好き！といった声が数多く
上がっており、みなコメントで盛り
上げていました。

当日の気温は2℃。鬱Pは寒いと言いながらも、熱いDJライブパフォーマ
ンスを繰り広げました。途中、ライトアップされた幻想的な湯畑の映像
を効果的に挟み、画面の向こう側にいる視聴者を盛り上げていました。

番組内ではボカロファンであるjon-YAKITORIさんが選ぶボカコレプ
レイリストに合わせたMV放送やランキングをお知らせするボカコレ
ニュースなど、3日間のジャンプスタートとなる企画を実施しました。
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有料生放送「The VOCALOID Collection LIVE」ダイジェスト

DAY2 第一部

ボカロDJ、生演奏、ダンス、生歌ありの豪華ステージ！
2009～2014年のヒット曲で送るボカコレライブ第一部

▼不動のヒットメーカー・ピノキオピーのパワフルLIVE！

Heavenzと針原翼（HarryP）の登場で幕を開けた第1部。DJプレイと
エレキギターの生演奏に視聴者コメントのテンションは一気にハイに。
続くあるふぁきゅん×164のライブに会場・Web観客の熱気が高まる。

人気踊り手たちの共演でボカロ楽曲と隆盛をともにしてきた名曲の
「踊ってみた」など各方面のファンに嬉しい充実のラインナップ。
エンドロールには視聴者からギフトや熱いコメントが送られました。

▼’’ラスボス’’小林幸子さん登場 Koma’n演奏で歌いあげる
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有料生放送「The VOCALOID Collection LIVE」ダイジェスト

DAY2 第二部

ボーカロイド楽曲メジャー化の流れを汲む2015～2020
年の名曲をたどる第二部、感動のライブステージ！

▼令和代表ボカロ界のルーキーjohn/TOOBOE本人降臨！

Heavenzと針原翼（HarryP）の登場で幕を開けた第1部。DJプレイと
エレキギターの生演奏に視聴者コメントのテンションは一気にハイに。
続くあるふぁきゅん×164のライブに会場・Web観客の熱気が高まる。

DJパフォーマンス、注目度№１のボカロP’’john’’、人気ユニット’’ツユ’’
による生歌ライブと続き、トップ踊り手たちによるボカロ曲「踊ってみ
たメドレー」を披露。視聴者大興奮のうちに幕を閉じました。

▼DJ‘TEKINA Somethingによる熱狂パフォーマンス
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無料生放送ダイジェスト

DAY3

約14万人が視聴・熱狂したDAY3 実践指南～人気P生出演

野外DJライブ中継にユーザー参加ランキング発表まで

▼A.T.Eが東京メガイルミから発信！『神出鬼没！ボカニコ』

▼ボカロP対談 かいりきベア・かにみそPが登場

ユーザーから質問を募集し、人気
トップクラスのボカロPである2人が
対談。制作者の視点でボカロ文化の
展望や懸念など、普段は知ることの
できない貴重な生の声に視聴者は興
味津々のコメントやギフトを投稿。

ボカコレプレイリストでは人気ボカロP達の厳選楽曲集を公開。JNCA
クリエイター入門座談会では動画主ラブマツさんをゲストに動画制作
ツール『TextAlive』によるボカロMVの制作レクチャーを展開。

盛況の3日間のラストを飾ったのは、クリエイター支援協賛をいただ
き実現した『ボカコレランキング』発表。各部門いずれも力作ぞろ
い！笑いあり涙ありの発表の中、大団円のフィナーレを迎えました。


