
 
 

(Translation) 

August 5, 2020 

To all parties concerned: 
FIELDS CORPORATION 
Chairman, President and Group CEO: 
Hidetoshi Yamamoto  
(TSE 1st: 2767) 
Inquiries: Hideaki Hatanaka 
Corporate Officer, General Manager, 
Business Management Department 
Tel.: +81-3-5784-2111 

 
Notice of Establishment of Joint Corporation by Consolidated Subsidiary 

 
FIELDS CORPORATION announces the following matters by our consolidated subsidiary, Digital Frontier Inc. 

 

 

NIKKATSU CORPORATION, Digital Frontier Inc., and AOI TYO Holdings Co., Ltd (TSE 1st: 3975) have 

established a joint Corporation VIRTUAL LINE STUDIOS CORPORATION on July 22 through joint investment. 

 

[Business Overview] 

VIRTUAL LINE STUDIOS CORPORATION operates a large synthetic studio with a permanent digital green 

cyclorama and base light, which is the largest in Japan with a capacity of 495 square meters. This studio has 

introduced a “virtual shooting system” that can synthesize person and CG background/art in real time, and aims at 

“creation of new image expressions” and “realization of a workflow for efficient video production in a short period 

of time by reducing the number of man-hours required for shooting and live-action composite.” 

 

For example, even in situations where overseas travel is restricted due to the effects of coronavirus disease 

(COVID-19), the system can recreate various cities and architectural buildings around the world in the studio, 

enabling shooting at all locations. It also enables clients to schedule efficiently without being influenced by weather 

or by the time zone. This is a video technology that can perform shooting while checking the complete image of 

these situations in real time. 

 

The service is scheduled to start around autumn 2020. 

 

[Summary of new company as of July 22, 2020] 

Company name: VIRTUAL LINE STUDIOS CORPORATION 

Location: 8-12, 2-chome, Chofu City, Tokyo 

Representative: Tadashi Tanaka 

Share capital: ¥60 million 

Date of establishment: July 22, 2020 

Business: Operation of virtual studios, virtual production business 

 

Appendix 

Digital Frontier Inc.’s press release 

Announcement of Establishment of the Joint Corporation “VIRTUAL LINE STUDIOS CORPORATION” (Japanese) 
 

For inquiries or further information please contact 

IR Section, Business Management Department, FIELDS CORPORATION 

Shibuya Garden Tower, 16-17 Nampeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0036 
Tel.: +81-3-5784-2109  Fax: +81-3-5784-2119 

 



報道関係各位 

2020年8月5日 

日活株式会社 

株式会社デジタル・フロンティア 

AOI TYO Holdings株式会社 

 

 

合弁会社「バーチャル・ライン・スタジオ株式会社」 設立のお知らせ 

 

日活株式会社（本社：東京都文京区 代表取締役社長：佐藤直樹、以下「日活」）、株式会社

デジタル・フロンティア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：植木英則、以下「デジタル・フ

ロンティア」）、並びにAOI TYO Holdings株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長 CEO：中江

康人、以下「AOI TYO Holdings」）は、3社の共同出資による合弁会社「バーチャル・ライン・スタ

ジオ株式会社」（本社：東京都調布市 代表取締役社長：田中正、以下「バーチャル・ライン・

スタジオ」）を7月22日に設立したことをお知らせします。 

バーチャル・ライン・スタジオは、3社の強みを生かしたバーチャルプロダクションというフ

レームワークを提供し、より高いクオリティの映像表現と映像制作の現場へソリューションを提

供して参ります。 

 

【事業の概要】 

 

日活の所有する日活調布撮影所内に、デジタルグリーンのホリゾントとベースライトを常設し

た日本国内最大規模となる 150 坪の大型合成専用スタジオを設営します。当スタジオでは、リア

ルタイムに人物と CG 背景・美術を合成し撮影が可能な「バーチャル撮影システム」を導入し、

“新たな映像表現の創出”と“従来の撮影と実写合成の工数を圧縮し、短期間で効率的な映像制

作のワークフローの実現”を目指します。 

 

映像製作とスタジオ運営を強みとする日活と、CG 制作において VFX、アニメ、フル CG 映像な

ど、幅広い制作経験と高い技術力を有するデジタル・フロンティア、テレビ CM 制作において業

界をリードする AOI TYO Holdings の各社の強みを掛け合わせることで、バーチャルプロダクシ

ョンを展開します。 

 

バーチャルプロダクションは、映像表現を物理的制約から開放します。例えば、新型コロナウ

イルス感染症の影響で海外渡航が制限される状況においても、世界中の様々な都市や歴史的建造

物などをスタジオ内に CG で再現することで、あらゆるロケーションでの撮影を可能とします。

また天候や時間帯にも左右されることはなく、効率的にスケジュールを組むこともできます。そ

れらのシチュエーションの完成イメージをリアルタイムで確認しながら撮影を行える映像技術と

なります。 

 



準備期間を経て、2020 年秋頃サービスの開始を予定しております。詳細につきましては、改

めてお知らせいたします。 

 

 

＜新会社概要／2020年7月22日時点＞ 

 

商 号：バーチャル・ライン・スタジオ株式会社 

所 在 地：東京都調布市染地二丁目8番地12 

代 表 者：田中 正（日活株式会社 執行役員 撮影所事業部門 副部門長） 

資 本 金：60,000千円 

出資構成：日活51％、デジタル・フロンティア30％、AOI TYO Holdings19％ 

設立日:2020年7月22日 

事業内容：バーチャルスタジオの運営、バーチャルプロダクション事業など 

 

＜合弁先及びグループ概要／2020年7月22日時点＞ 

 

（1）日活株式会社 

商 号：日活株式会社 

所 在 地：東京都文京区本郷三丁目28番12号 

代 表 者：佐藤 直樹 

資 本 金：3,534,750千円 

事業内容： 映像版権事業、映像製作事業、衛星放送事業、撮影所事業 

 

（2）株式会社デジタル・フロンティア 

商 号：株式会社デジタル・フロンティア 

所 在 地：東京都渋谷区桜丘町9番8号 

代 表 者：植木 英則 

資 本 金：31,458千円 

事業内容：映像全般の企画及び制作、劇場用映画・TV番組の企画及び制作、オリジナル作品企画

制作、ゲーム向け映像ソフトの企画及び制作、遊技機向け映像ソフトの企画及び制作、モーショ

ンキャプチャー事業、ハイビジョン、3D立体映像ソフトの企画及び制作、展示映像の企画及び制

作、Webコンテンツ映像の企画・制作 

 

（3）AOI TYO Holdings株式会社 

商 号：AOI TYO Holdings株式会社 

所 在 地：東京都品川区大崎1丁目5番1号 

代 表 者：中江 康人 

資 本 金：5,000,000千円  

事業内容：広告コンテンツの戦略立案・企画・制作を行う傘下子会社及びグループの経営管理等 



 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

【本リリースに関するお問合せ先】 

日活株式会社 

管理部門 総務部 総務チーム 広報担当  

[お問合せフォーム]より、広報担当宛にご連絡ください。 

https://www.nikkatsu.com/contact/index.html 

 

株式会社デジタル・フロンティア 

管理部 管理室 広報担当 

[お問合せフォーム]より、広報担当宛にご連絡ください。 

https://www.dfx.co.jp/contact/ 

 

AOI TYO Holdings株式会社 

広報チーム 

[お問合せフォーム]より、広報担当宛にご連絡ください。

https://cloud.swcms.net/aoityohdPublic/ja/inquiry/inquiry2.html 
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