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報道関係者各位

VR 映画製作ラボプロジェクト

「STARCAT VR LAB」
映画監督 井上 博貴氏を迎え、強力なスタッフ陣とともに
製作スタート！アンバサダー募集！
スターキャット・ケーブルネットワーク株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下
寿昭、以下「スターキャット」
）は、日本初の VR に特化した国際映画祭『Beyond the Frame Festival』
の運営および VR 映画の製作を行う株式会社 CinemaLeap と連携し、2021 年 4 月に始動させた VR 映
画製作ラボプロジェクト「STARCAT VR LAB」にて、5 月に第 1 弾作品の企画を公募しました。
多種多彩な監督・映像クリエイターから 38 企画の応募があり、選考の結果、企画者(監督)：井上
博貴氏を迎えて、本プロジェクト第１弾作品の製作に入ることとなりました。制作は 2022 年 3 月の
完成を目指し、世界各国の映画祭への出品、ノミネートを目指します。
「STARCAT VR LAB」の第 1 弾作品として企画が採用された、井上博貴氏より下記のコメントをい
ただいております。
「魅力的なプロジェクトの監督に選んで頂き大変光栄に思います。2D 映画では得られない世界観を
追求し、実写 VR 映画として新たな価値が感じられるような作品を目指していきたいと思います。
」
またあわせて、2021 年 7 月～2022 年 3 月末の開催期間中、STARCAT VR LAB の広報活動にご協力
いただけるアンバサダーを 3 名程度募集します。
アンバサダーとしてご参加いただく方には、STARCAT
VR LAB に採択された企画の制作過程や、
年 3 回程度の開催を予定しているワークショップについて、
STARCAT VR LAB の公式 note および SNS で情報発信をお願いする予定です。また一般公開のワーク
ショップへのご参加だけではなく、実際の作品制作に関わるミーティングにもご参加いただき、作
品制作の過程をより間近でご覧いただくことが可能です。さらにご参加特典として、VR ヘッドセッ
ト・Oculus Quest 2 を贈呈します。

STARCAT VR LAB サイト：https://starsquare.net/vrlab

第１弾作品

監督・脚本

井上 博貴氏
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◆映画監督 井上 博貴 氏
『網走番外地』シリーズなどの監督・故石井輝男に師事。2009 年に映画「パニック 4ROOMS」で監督
デビュー。2010 年監督作、長編映画「どんぐり兄弟の梅干」公開。2017 年新宿シネマカリテにて上
映されたオムニバスホラー映画「狂い華」内の１篇、堀田真由主演『呪いうつり』 の監督・脚本を
担当。またショートフィルム「痣」は、カンヌ国際映画祭「SHORT FILMS FROM JAPAN 2018」にて上
映。
「ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア 2018」ジャパン部門、ベストアクトレス受
賞ほか、国内外で高い評価を得た。2019 年には CINEMA FIGHTERS project 第 3 弾オムニバス映画「そ
の瞬間、僕は泣きたくなった」内の 1 篇、佐藤大樹&久保田紗友主演『魔女に焦がれて』の監督・脚
本を務め、東京国際映画祭での特別上映も実施。

・2019 年劇場公開、副島和樹主演「40 万分の 1」監督・脚本を担当。
・2020 年劇場公開、渋江譲二&大野いと主演「新卒ポモドーロ」監督・脚本を担当。
・2020 年劇場公開、杉山真宏&仲田博喜主演「LOVE STAGE!!」監督を担当。
・2020 年 SSFF&ASIA 日本博主催・共済型プロジェクト特別ショートフィルム「おばあさんの皮」の
監督・脚本を担当。
・2020 年クリエイターズ支援プロジェクト作品 剛力彩芽・主演、ショートフィルム「傷跡」
監督・脚本を担当。

今後のスケジュール
◆制作スケジュール

◆ワークショップ
・2021 年 10 月予定 「VR 映画の企画開発」
・2021 年 12 月予定 「VR 映画の撮影」
・2022 年 3 月予定

「VR 映画監督論」

STARCAT VR LAB アンバサダー公募
◆公募スケジュール
・2021 年 7 月 1 日（木）〜7 月 31 日（土）：応募受付
・2021 年 8 月初旬：書類選考通過者との面談
・2021 年 8 月中旬：参加者決定（3 名）
※各選考の段階において、通過者のみにご連絡します。
◆アンバサダー 活動内容
2021 年 8 月から 2022 年 3 月末までの間、下記の活動にご参加いただける方を募集します。
・STARCAT VR LAB ワークショップへの参加（合計 3 回、1〜2 時間程度）
・STARCAT VR LAB 採択企画の打ち合わせへの参加（月 1～2 回、1〜2 時間程度）
・STARCAT VR LAB 公式 note（https://note.com/starcat_vr_lab/）に掲載する記事の作成
・STARCAT VR LAB 公式 SNS への投稿
・STARCAT VR LAB VR 映画撮影の帯同（2 日程度を予定 ※希望者のみ）
その他、STARCAT VR LAB を盛り上げるためのご提案も歓迎します！
◆公募サイト URL
https://starsquare.net/vrlab/ambassador-oubo/

【会社概要】
■社名：スターキャット・ケーブルネットワーク株式会社

■URL：https://www.starcat.co.jp/

■本社所在地：愛知県名古屋市中川区高畑 4-133

■代表取締役社長：松下 寿昭

■資本金：26 億 8,500 万円
■サービス提供エリア：名古屋市(守山区・緑区をのぞく)、北名古屋市、岩倉市、江南市、清須市の一部(西枇杷島町・春日)、
豊山町
■主な業務内容：通信事業／放送事業／映画事業
■事業内容：
1990 年 10 月から名古屋市中区にて放送サービスを開始し、その後、通信サービス、映画興行も展開してまいりました。特に通
信サービスでは、光ファイバーによる超高速インターネット(FTTH・FTTB)をはじめ、光同軸ハイブリットネットワークを利用したもの
など、多彩なサービスを展開しています。「RBB SPEED AWARD 2020」においては、Wi-Fi 速度の部(スマートフォンによる Wi-Fi
接続)CATV 部門(全国・東海)で最優秀賞を受賞しました。

取材ご希望のメディアご担当者の皆様、お気軽にご連絡ください。
個別取材対応、写真素材提供させていただきます。
【本件に関する問い合わせ先】
スターキャット・ケーブルネットワーク㈱

ＤＣ推進本部 クリエイティブ事業部

〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目 15 番地 5 号 伏見オフィス (伏見ミリオン座内)
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担当：秋国 雅一/鈴木 健之/尾関 友紀
TEL : 052-231-2489（土・日・祝除く 9:00～18:00）
MAIL：suzuki@starcat.co.jp（鈴木）

FAX：052-231-2019

