2016 年 4 月 5 日
（情報解禁日： 2016年4月5日 15時）
＜Press Release＞

国内初※1全国のネットカフェでのバーチャルリアリティ映画館

「VR THEATER」を4月7日より、実施開始
インターピア株式会社 と 株式会社eje、日本複合カフェ協会が協業
インターピア株式会社（東京都渋谷区恵比寿 1-3-1 代表取締役 楠岡仁志、以下 インターピ
ア）と株式会社 eje（東京都港区六本木 4-11-13、代表取締役 三代千晶、 以下 eje）は、一般社
団法人 日本複合カフェ協会（JCCA／Japan Complex Cafe Association、東京都千代田区、理事
長 日高大輔、以下 JCCA）の協力のもと、2016 年 4 月 7 日（木）より、全国※２の複合カフェ（ネット
カフェ）を中心に、店舗内でバーチャルリアリティ（以下 VR）の視聴体験ができる、店舗常設型
HMD（ヘッドマウントディスプレイ）VR シアターサービス「VR THEATER」を世界に先駆けて本格開
始します。

第１弾「進撃の巨人展 360°体感シアター“哮”」

第２弾「攻殻機動隊 新劇場版 Virtual Reality Diver」完成版(15 分)
©諫山創・講談社／「進撃の巨人」製作委員会

©士郎正宗・Production I.G／講談社・「攻殻機動隊 新劇場版」製作委員会
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「VR THEATER」では、eje が運営する「VR CRUISE」の各種コンテンツのほか、第 1 弾のコンテンツと
して、2014 年より各地にて開催されている「進撃の巨人展」でのみ体験可能な話題作 「進撃の巨人展
360°体感シアター “哮”」 を期間限定にて公開致します。また第２弾として世界初公開となる「攻
殻機動隊 新劇場版 Virtual Reality Diver」完成版(15 分)※３の公開が決定(2016 年 5 月リリース予定)。
「VR THEATER」は、各種コンテンツメーカー様、企業様のご賛同を頂いており、優良な VR コンテ
ンツを継続的に配信予定です。
※1

2016 年 3 月現在。当社調べ。

※2

第 1 弾実施店舗は関東地区の 31 店舗。

※３

第２弾の導入店舗は現在調整中となります。

＜「VR THEATER」 サービス＞
インターピアの開発したコンテンツ課金・店頭決済システムと、eje が運営する高品質３６０度動画ポ
ータル「VR CRUISE」が連携。店頭で VR コンテンツの購入が可能になり、有料・無料の各種作品を
簡単にお楽しみいただけます。
国内初となる、店舗での現金決済による VR 視聴サービスで、VR コンテンツの販売チャネル発展を
目指します。

【VR THEATER 店頭サービス視聴の流れ】
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この発表を受けて、メディアの方々向けに、VR THEATER 用に VR CRUISE が厳選した話題作
「進撃の巨人展 360°体感シアター“哮”」及び「攻殻機動隊 新劇場版 Virtual Reality Diver」
完成版(15 分)を事前に VR4D システム搭載のボールチェア「TELEPOD(テレポッド)」及び Gear VR
にて ご体験いただける機会をご提供します。
＜「VR THEATER」プレス体験会のご案内＞
日 時 ： 4 月 5 日（火）13 時～15 時 ※12 時 30 分受付開始
場 所 ： 「スペースクリエイト自遊空間 BIGBOX 高田馬場店」
（東京都新宿区高田馬場 1-35-3 ビッグボックス高田馬場７階）
内 容 ： プロジェクト概要説明、「進撃の巨人展 360°体感シアター“哮”」及び
「攻殻機動隊 新劇場版 Virtual Reality Diver」完成版(15 分)体験会
応 募 ： 別添ご参照の上、お申込みください。
以上
【報道関係者各位からのお問い合わせ先について】
＜本リリース内容についての 全般お問い合わせ＞
インターピア株式会社

担当：広報担当 （篠崎、高木）

Tel：03-5793-5061 Fax：03-5793-5063
URL:http://www.interpia.ne.jp/
＜VR クルーズ、各種 VR コンテンツ 関連＞
VR Cruise 運営事務局 株式会社 eje（エジェ） 担当：広報担当（三代・待場）
Tel：03-5772-2686
URL：http:// vr-cruise.com
＜VR THEATER サービス、各種システム / 店舗展開 関連＞
インターピア株式会社

担当：広報担当 （篠崎、高木）

Tel：03-5793-5061 Fax：03-5793-5063
＜複合カフェ協会 加盟店 関連＞
日本複合カフェ協会

担当 ： 工藤

Tel：03-3237-2253 Fax：03-3237-8972
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（別添資料 1）
【インターピアについて】
「あらゆる店舗事業者向け ソリューション提供」をテーマに、複合カフェ(インターネットカフェ)やカプセルホテ
ル等、各種店舗施設向けの店舗管理 POS システム、店頭課金システム、端末管理システム、デジタル会員証
サービスなどを開発提供しており、2015 年より eje の展開する高品質３６０度動画ポータル「VR CRUISE」のタ
ッチポイント（VR コンテンツを体験可能な各種商業施設・店舗）展開を行っております。
【eje について】
２０年にも及ぶ VR の実績を基に、2015 年 12 月に国内初の Gear VR 向け高品質 360 度動画ポータルアプリ
「VR CRUISE」の提供を開始。「ももいろクローバーZ 桃神祭 2015」や「超特急 360 度ゼロ距離ライブ」などの
360 度動画コンテンツの制作・配信を行う。直近では、THE TOMATO PROJECT 25TH ANNIVERSARY
EXHIBITION ”O”に参画し、2016 年 3 月に渋谷 PARCO にて、Gear VR を活用した海外メジャーアーティスト
による 360 度 Live Streaming を実施。また、横浜 DeNA ベイスターズの 360 度コンテンツの制作・配信なども手
掛ける。
＜Gear VR 向けプラットフォームアプリ「VR CRUISE」＞

＜VR4D システム搭載のボールチェア「TELEPOD(テレポッド)」＞

※TELEPOD は自遊空間 BIGBOX 高田馬場店のみで体験できます。

【一般社団法人 日本複合カフェ協会（JCCA）について】
2001 年 6 月に設立以降、会員制を主体とした自主規制を基本ルールとし、複合カフェ業界の健全な発展及び
加盟店の社会的地位の向上、利用者向けコンテンツサービス充実のため、様々な活動を行っております。加
盟店は協会名にもある『複合カフェ』が示す通り、お客様に快適な時間をお過ごし頂くため、複数のコンテンツ
をサービスとして提供しております。
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(別添資料 2)
＜第 1 弾コンテンツ 店内告知イメージ＞
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（別添資料 3）
＜第２弾コンテンツ 「攻殻機動隊 Virtual Reality Diver」 完成版(15 分)イメージ＞
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（別添資料 4）

＜VR THEATER サービス コンテンツ提供企業一覧＞ (五十音順)
株式会社講談社
株式会社プロダクション・アイジー

＜VR THEATER サービス 賛同企業一覧＞ (五十音順)
XVIInc.
サムスン電子ジャパン株式会社
株式会社積木製作
株式会社フジテレビジョン
株式会社ポニーキャニオン

※他多数企業、交渉中
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（別添資料 5）
＜サービス実施店舗一覧＞
下記、３１店舗にてスタート。
第 1 弾コンテンツの視聴料金は ６００円/１回視聴。 （別途、店舗利用料・入会料金が発生）
第 2 弾以降コンテンツの視聴料金は調整中です。

店舗名

所在地

TEL

自遊空間 BIGBOX 高田馬場店

東京都新宿区高田馬場 1-35-3

03-5291-4323

ビッグボックス高田馬場 7 階
自遊空間 亀戸店

東京都江東区 亀戸 5-2-3 さくら亀戸ビル 1 階

03-5836-1484

自遊空間 前橋国領町店

群馬県前橋市 国領町 2-13-6

027-260-1002

コミックバスター 浅草駅前店

東京都台東区浅草１-1-16 9 階

03-6802-8338

コミックバスター 池袋西口店

東京都豊島区西池袋１-23-1 エルクルーセ 5 階

03-6912-7511

コミックバスター 目黒駅前店

東京都品川区上大崎２-15-20 百万ドルビル 8 階

03-6447-7379

エアーズカフェ 両国店

東京都墨田区両国３-26-8

03-5638-8547

両国ニュー大黒ビル 4 階
ワイプ 代々木北口駅前店

東京都渋谷区 代々木 1-35-4

03-5365-1788

代々木クリスタルビル 地下 2 階
ワイプ 自由が丘駅前店

東京都目黒区自由が丘２-11-2

03-3725-1988

白樺広小路スクエア 6 階
ワイプ 調布南口駅前店

東京都調布市布田４-2-3 ガイア調布Ⅱ5 階

042-440-7388

ワイプ 桜木町駅前店

神奈川県横浜市 中区花咲町 1-36 14

045-232-9388

モンテローザ桜木町ビル 7 階
アプレシオ 新宿ハイジア店

東京都新宿区歌舞伎町２-44-1

03-3205-7336

東京都健康プラザハイジア B1 階
アプレシオ 幕張店

千葉県千葉市 花見川区幕張町２-7701

043-276-2600

アイカフェ AKIBAPLACE 店

東京都千代田区外神田 3-15-1AKIBAPLACE8 階

03-5298-0126

アイカフェ 八潮店

埼玉県八潮市大曽根 680

048-994-0061

サイバック 中野サンプラザ店

東京都中野区中野４-1-1 中野サンプラザ(MBF)

03-5380-3739

サイバック 龍ヶ崎店

茨城県龍ケ崎市藤ケ丘 4-2-2

0297-64-0255

オアジ 水戸店

茨城県水戸市宮町１丁目７−４４ COMBOX310 1 階

029-222-5588

ゆう遊空間 茅ヶ崎店

神奈川県茅ヶ崎市下町屋 1-10-24

0467-89-9644

グランサイバーカフェバグース

東京都渋谷区宇田川町 24-1 フォーエバービル 7 階

03-5456-8922

グランサイバーカフェバグース

東京都新宿区歌舞伎町１-21-1

03-5155-5443

新宿店

第二東亜 会館 4 階

渋谷センター街店
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グランサイバーカフェバグース

東京都新宿区 西新宿１-3-3

新宿西口店

品川ス

03-5909-2461

テーションビル 7 階
グランサイバーカフェバグース

東京都豊島区東池袋１-21-2

03-5956-5885

池袋店

ヒューマックス南池袋 4 階

グランサイバーカフェバグース

東京都豊島区東池袋 1-33-2B1 階-B2 階

03-5957-5586

グランサイバーカフェ バグース

東京都町田市原町田６-21-26 原町田６丁目２１−２６

042-710-6631

町田 ANNEX 店

原町田 センタービル 1〜2 階

Libertyhouse 伊勢佐木町店

神奈川県横浜市中区 伊勢佐木町 3-98

池袋西口店

045-260-5255

ニューオデオンビル 6 階
Libertyhouse 藤沢店

神奈川県藤沢市 南藤沢 22-1 神中第 2 ビル 7 階

0466-55-1433

Moopa! 新橋店

東京都港区 新橋 2-19-2 リプロ新橋ビル 9F〜10 階

03-3571-4720

NEWNEW 川崎銀柳店

神奈川県川崎市 川崎区砂子 2-3-5 PIA ビル 4 階

044-200-0299

PAO カフェ 青梅店

東京都青梅市新町 5-4-6

0428-32-3980

ポジション 2 恵比寿店

東京都渋谷区恵比寿西 1-7-4

03-5456-6868

エビスファーストビル 5 階
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