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ティ・ジョイ、
2012 年国内向けラインナップを発表
３月６日（火）、ティ･ジョイは、新宿バルト９にて、ティ・ジョイグループとしての 2012 年の
国内向け合同ラインナップ発表を行いました。
日本のコンテンツ業界は、今まさに変革の時を迎えております。
ティ･ジョイは、2000 年の創業当初よりデジタル化戦略を掲げ、デジタルシネマ化を強力に推進
し、2009 年 7 月には運営劇場 100％デジタルシネマ化を達成致しました。
デジタルシネマシステムのメリットを最大限に活かすべく、ＯＤＳにも力を入れ、ライブ中継を
含む、演劇や格闘技、スポーツ、コンサートなど、多種多様で魅力的なコンテンツを、劇場スクリ
ーンを通じてお客様へ提供してまいりました。
ティ・ジョイはかねてより、海外、特にアジア市場、そして映画以外のコンテンツに目を向けた
舵取りが必要と考え、アジア規模でのコンテンツ市場の共有促進と活性化を目指す「コ・マーケッ
ト戦略」を実現すべく果敢にチャレンジを重ねて参りました。
2010 年 4 月（4 月 13 日リリース）
株式会社アマゾンラテルナ（当社子会社）と韓国 CJE＆M との合弁で CJ Entertainment
Japan 株式会社を日本に設立
2011 年 12 月（12 月 9 日リリース）
アジア有数の興行・製作・配給会社である中国オレンジスカイ・ゴールデンハーベストグ
ループと業務提携
日本の魅力ある良質なコンテンツを、アジア圏を中心とした海外へ安定的に供給していく、
「コ・
マーケット」も、2012 年度より本格的に立ち上がります。
我々は、日本のみならずアジアのコンテンツ産業全体の底上げに尽力します。
ティ･ジョイグループの今後の更なるチャレンジにご期待下さい。

■本件及び報道に関するお問合せ先■
株式会社ティ・ジョイ 田代・木原・安藤 TEL 03-3248-8172 / FAX: 03-3248-8176
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●ティ・ジョイ ラインナップ ２０１２
ゲキ×シネ 髑髏城の七人
作 中島かずき 演出 いのうえひでのり
小栗旬 森山未來 早乙女太一 小池栄子 勝地涼 仲里依紗 高田聖子 粟根まこと 河野まさと 千葉哲也
２０１２年 秋 公開
LIGHT UP NIPPON
監督 柿本ケンサク プロデューサー 湯川篤毅 撮影 AKI
テーマ曲 「赤とんぼ」by Ryuichi Sakamoto 音楽 坂本龍一／コトリンゴ（COMMONS）
制作 ロックンロール・ジャパン株式会社
製作 LIGHT UP NIPPON 共作 （財）国際交流基金
２０１２年公開予定
ぱいかじ南海作戦
監督・脚本 細川徹 原作 椎名誠「ぱいかじ南海作戦」（新潮文庫刊）
阿部サダヲ 永山絢斗 貫地谷しほり 佐々木希 ピエール瀧 浅野和之 斉木しげる 大水洋介（ラバーガール）
ドラマ／２０１２／©２０１２「ぱいかじ南海作戦」製作委員会
２０１２年 夏 新宿バルト９ 他 全国ロードショー
まだ、人間
出演 辻岡正人 穂花 上山学 でんでん 根岸季衣 大澤真一郎 増田俊樹 三坂知絵子 柴やすよ 加藤亮佑
監督・脚本 松本准平 企画 松本准平・辻岡正人
ドラマ／２０１１／１３２ｍｉｎ／©２０１１『まだ、人間』フィルムパートナーズ
５月２６日（土）より、ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国公開
ＭＹ ＨＯＵＳＥ
企画・監督・脚本協力 堤 幸彦 原作 坂口恭平「ＴＯＫＹＯ ０円ハウス ０円生活」（河出文庫刊）、「隅田川のエジソン」（幻冬
舎文庫刊）

出演 いとうたかお 石田えり 村田 勘 佃 明彦 多田木亮佑 板尾創路／木村多江
脚本 佃 典彦 製作 大月俊倫 プロデューサー 前田浩子 神 康幸
製作 「ＭＹ ＨＯＵＳＥ」製作委員会／配給 キングレコード、ティ・ジョイ／ドラマ／２０１２／９３分／モノクロ作品／
ⓒ２０１１「ＭＹ ＨＯＵＳＥ」製作委員会
５月２６日（土）新宿バルト９ 他 全国ロードショー
明日に架ける愛
監督・脚本 香月秀之
出演 市井紗耶香 アレックス・ルー 大森絢音 林遼威 高田宏太郎 加藤夏希（友情出演） 大杉 漣 馬蘇 山本未來
髙嶋政宏 八千草薫
主題歌 倉木麻衣 feat. アレックス・ルー「Brave your heart」（NORTHERN MUSIC）
製作 アンダーゼットグループ／アドネス／フレッシュハーツ／トップライン
ヒューマンドラマ／２０１１／１０５分／©２０１２「明日に架ける愛」製作委員会

３月３１日（土）新宿バルト９ 他 全国ロードショー
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道～白磁の人～
吉沢悠 ペ・スビン
酒井若菜 石垣佑磨 塩谷瞬 黒川智花 近野成美 チョン・ダヌ チョン・スジ／市川亀治郎／堀部圭亮 田中要次
大杉漣 手塚理美
監督 高橋伴明 脚本 林民夫 原作 江宮隆之「白磁の人」（河出文庫）
製作：小説「白磁の人」映画製作委員会／「道～白磁の人～」フィルムパートナーズ
ドラマ／２０１２／１１９分／©２０１２ 「道～白磁の人～」フィルムパートナーズ
６月９日（土）新宿バルト９、有楽町スバル座 他にて全国ロードショー
放課後ミッドナイターズ
原題 AFTER SCHOOL MIDNIGHTERS
監督 竹清 仁 脚本 小森陽一／竹清 仁
声 山寺宏一 田口浩正
８月２５日（土）新宿バルト９ 他 アジア一斉公開
劇場版 TIGER & BUNNY – The Beginning –
原作 サンライズ
アニメーション制作 サンライズ 共同配給 松竹／ティ・ジョイ
キャスト 平田広明 森田成一 ほか
９月ロードショー
©SUNRISE/T&B MOVIE PARTNERS
009 RE:CYBORG
原作 石ノ森章太郎 脚本・監督 神山健治
音楽 川井憲次 キャラクターデザイン 麻生我等
アニメーション／２０１２／TBD
©２０１２『009 RE:CYBORG』製作委員会
西暦２０１２年 秋 全国公開
エヴァンゲリヲン新劇場版：Q
配給 カラー／ティ・ジョイ
©カラー
西暦２０１２年 秋 公開

