2016 年６月 1 日

バーチャルリアリティ映画館「ＶＲ ＴＨＥＡＴＥＲ」

2016年6月1日より、全国展開を開始！
「攻殻機動隊 新劇場版 Virtual Ｒｅａｌｉｔｙ Diver」を世界先行配信。

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、2016 年
4 月７日から関東エリアで先行展開していた「VR THEATER」サービスについて 2016 年 6 月 1 日
（水）より全国エリアでの導入展開を開始致します。
今回の全国展開スタートにあわせ、株式会社プロダクション・アイジー（東京都武蔵野市中町
2-1-9 代表取締役 石川光久、以下 アイジー）が制作を進めておりました VR 体感型アプリ『攻
殻機動隊 新劇場版 Virtual Reality Diver』 について、関東エリア以外の店舗も含む 57 箇所の
「VR THEATER」導入店舗にて有料視聴体験が可能となります。
※ 「VR THEATER」導入店舗一覧は添付資料をご覧ください。

「攻殻機動隊 新劇場版 Virtual Reality Diver」
©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」 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。有料・無料の各種作品をお楽しみいただくことが出来ます。
各種コンテンツメーカー様、企業様のご賛同を頂き、優良な VR コンテンツを継続的に提供し、
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。

【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。
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【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 CRUISE、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：営業担当 （石巻、浅利）

Tel：03-5793-5061 Fax：03-5793-5063

以上
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【添付資料】 「VR THEATER」 導入店舗一覧

※ 2016 年 6 月 1 日時点

※ 最新の導入店舗については、 http://interpia.ne.jp/vr/theater/
店舗名

店舗電話

PAO カフェ青梅店

0428-32-3980

DICE 池袋店

03-5944-9202

DICE 自由が丘店

03-6421-1733

DICE 大井町店

03-3471-8230

にて随時更新致します。

店舗住所
〒198-0024
東京都青梅市新町 5-4-6
〒170-0013
東京都豊島区東池袋 1-11-11 ホワイトシティビル 4F
〒152-0035
東京都目黒区自由が丘 2-12-17

自由が丘スポーツプラザビル B1F

〒140-0011
東京都品川区東大井 5-2-3 おおい元気館 2Ｆ
〒143-0016

DICE 大森店

03-5762-0017

DICE 雑色店

03-5711-8205

DICE 川崎チネチッタ通店

044-222-5150

DICE 川崎仲見世通店

044-200-0139

DICE 溝口店

044-811-0166

DICE 戸塚店

045-869-3163

東京都大田区大森北 1-2-4 ヒューマックスパビリオン大森 5-6F
〒144-0055
東京都大田区仲六郷 2-43-7
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〒210-0023
神奈川県川崎市川崎区小川町 2-1
〒210-0006
神奈川県川崎市川崎区砂子 2-6-8
〒213-0001
神奈川県川崎市高津区溝口 2-7-5 タイムフォートスギザキ 3F-4F
〒244-0816
神奈川県横浜市戸塚区上倉田町 478-2

DICE 伊勢佐木町店

045-241-9350

〒231-0045
神奈川県横浜市中区伊勢佐木町 3-96 日活会館ビル 6F

DICE 新横浜店

045-475-5220

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜 3-7-7 シンヨコルポ 3F
〒252-0303

DICE 相模大野モアーズ店

042-701-8241

DICE 横須賀中央三笠店

046-825-7044

My style 綾瀬店

03-5680-6810

神奈川県相模原市南区相模大野 3-9-1 岡田屋モアーズ 1F
〒238-0008
神奈川県横須賀市大滝町 2-22 横須賀洋裁学校ビル 1-3F
120-0005
東京都足立区綾瀬 1-38-14 幸楽ビル 2F

4

My style 六本木店

03-3408-3811

106-0032
東京都港区六本木 7-14-10 誠志堂ビル 3F
〒171-0021

マインスペース 池袋北口店

グランサイバーカフェ
バグース渋谷センター街店
グランサイバーカフェ
バグース新宿店
グランサイバーカフェ
バグース新宿西口店
グランサイバーカフェ
バグース池袋店
グランサイバーカフェ
バグース池袋西口店
グランサイバーカフェ

03-3987-7617

03-5456-8922

03-5155-5443

03-5909-2461

03-5956-5885

03-5957-5586

03-5957-7160

バグース池袋東口店

グランサイバーカフェ
バグース町田店
グランサイバーカフェ
バグース靖国通り店
グランサイバーカフェ
バグース六本木店
グランサイバーカフェ
バグース仙台店
グランサイバーカフェ

042-709-0702

03-5363-6253

03-5786-2280

022-217-7051

03-5510-7861

バグースなんば道頓堀店

〒160-0021
東京都新宿区歌舞伎町 1-21-1 第二東亜会館 ４F
〒160-0023
東京都新宿区西新宿 1-3-1 品川ステーションビル 7F
〒170-0013
東京都豊島区東池袋 1-22-10 ヒューマックスパビリオン 4 階
〒171-0021
東京都豊島区西池袋 1-33-2 西池袋一丁目店舗ビル B1F-B2F
〒170-0013

原町田センタービル 1F・2Ｆ
〒194-0013
東京都町田市原町田６-9-7 東急町田ビル 3F
〒160-0022
東京都新宿区新宿３-15-11 アドホック新宿ビル 3F
〒106-0032
東京都港区六本木 5-5-1 ロアビル 12Ｆ
〒980-0021
宮城県仙台市青葉区中央 2-4-5 アルボーレ 仙台 3F・4F
〒105-0004
東京都港区新橋 2-14-3

グランサイバーカフェ

グランサイバーカフェ

東京都渋谷区宇田川町 24-1 高木 ビル ７Ｆ

〒194-0013 東京都町田市原町田 6−21−26
042-710-6631

バグース新橋店

バグース高田馬場店

〒150-0042

東京都豊島区東池袋 1-41-4 池袋 とうきゅう ビル 5F

グランサイバーカフェ
バグース町田 ANNEX 店

東京都豊島区西池袋 1-43-9 アミューズ池袋ビル 2F-10F

新橋レンガ通り 会館 6F

〒169-0075
03-5538-0988

06-6484-2660

東京都新宿区高田馬場 4-７-5 グランド 東京 会館 5F
〒542-0071
大阪府大阪市中央区道頓堀 1-7-19 中座くいだおれビル 2F
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コミックカフェ B ネット

03-5744-4131

蒲田店

東京都大田区西蒲田 7-3-3 ドンキホーテ 蒲田 店 5F

コミックカフェ B ネット
吉祥寺店

〒180-0004
0422-28-5330

アプレシオ天正寺店

076-420-7322

コミックバスター浅草駅前店

03-6802-8338

コミックバスター池袋西口店

03-6912-7511

コミックバスター目黒駅前店

03-6447-7379

コミックバスター

〒144-0051

03-5929-7729

高円寺駅前店

東京都武蔵野市吉祥寺本町 1-8-5 レンガ 館 モール 4F
〒930-0955
富山県富山市天正寺 68
〒111-0032
東京都台東区浅草 1-1-16 9F
〒171-0021
東京都豊島区西池袋 1-23-1 エルクルーセ 5Ｆ
〒141-0021
東京都品川区上大崎 2-15-20 百万弗ビル 8F
〒166-0003
東京都杉並区高円寺南 4-26 12 福 丸ビル 4F
〒132-0011

コミックバスターみずえ店

コミックバスター
函館八幡通店

03-5664-3387

0138-43-5005

ワイプ 桜木町駅前店

045-232-9388

ワイプ 代々木北口駅前店

03-5365-1788

ワイプ 自由が丘駅前店

03-3725-1988

ワイプ 調布南口駅前店

042-440-7388

東京都江戸川区瑞江 2-3-5

第 2 田中工業所ビル 4Ｆ

〒040-0084
北海道函館市大川町１-21 八幡通ビル 2F
〒231-0063
神奈川県横浜市中区花咲町 1-36 14.モンテローザ桜木町ビル 7Ｆ
〒151-0053
東京都渋谷区代々木 1-35-4 代々木クリスタルビル・Ｂ2F
〒152-0035
東京都目黒区自由が丘 2-11-2 白樺広小路スクエア 6Ｆ
〒182-0024
東京都調布市布田 4-2-3 ガイア調布Ⅱ5Ｆ
〒166-0003

ワイプ 高円寺南口駅前店

03-5305-8488

ワイプ 阪急高槻市駅前店

072-686-3188

ワイプ 三鷹北口駅前店

0422-59-1588

ワイプ 大船東口駅前店

0467-42-4088

東京都杉並区高円寺南 4-45-9 ステージ高円寺・4～5F
〒569-0802
大阪府高槻市北園町 18-14 大将軍ビル・2F
〒180-0006
東京都武蔵野市中町 1-14-11 西武プラザビル・7~8F
〒247-0056
神奈川県鎌倉市大船 1-25-35 オフウェーブビル 4F
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ワイプ阪急伊丹駅前店

072-771-7688

〒664-0858
兵庫県伊丹市西台 1-5-21 伊丹くれたけビル・B1F
〒169-0075

自遊空間 BIGBOX 高田馬場店 03-5291-4323

自遊空間 亀戸店

03-5836-1484

自遊空間 前橋国領町店

027-260-1002

自遊空間 アーバン札幌店

011-252-6750

東京都新宿区高田馬場 1-35-3 ビッグボックス高田馬場 7F
〒136-0071
東京都江東区 亀戸 5-2-3 さくら亀戸ビル 1F
〒371-0033
群馬県前橋市 国領町 2-13−6
〒060-0063
北海道札幌市中央区南 3 条西 4-8-2 アーバン札幌ビル 2F
〒604-8046

自遊空間 新京極よしもと店

075-256-8020

京都府京都市中京区新京極蛸薬師下る東側町 525-1
京都吉本ビルパッサージオ 3~5F

自遊空間 天神サザン通り店

092-737-6870

〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神 2-7-6 DADA ビル 5F
〒960-0103

自遊空間 福島店

024-552-6177

安心お宿 秋葉原店

03-3257-5525

福島県福島市 本内南中井 32-1
〒101-0021
東京都千代田区外神田 1-2-12

以 上
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