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ＣＧＣＧスタジオＨＤ（株）はアヌシー国際アニメーション

映画祭併設の Mifa に、オリジナルアニメーション作品企画

「スプリンパン 前へすすもう！」を出展！ 
2017/05/23 

 

ＣＧＣＧスタジオＨＤ株式会社（東京支店、本社沖縄）は東京都の支援を受け、フランスで開催されるアヌシー

国際アニメーション映画祭併設のアニメーション見本市、Mifa に、オリジナルアニメーション作品企画「スプリンパン 前へす

すもう！（Sprin’ Pan Let's go forward!）」を出展する。 

 

「スプリンパン 前へすすもう！（Sprin’ Pan Let's go forward!）」は、ピーターパンに憧れる１２才の女の子がとび

っきりの楽しい旅へ出かける物語。現在約９分の短編アニメとして制作中でモーションキャプチャーを活用した３ＤＣＧ

のアニメーションとなる。監督・原作・脚本はテレビアニメ『銀魂’』などで絵コンテや演出を手がけた井上ジェットが担当する。 

Ｍｉｆａでこの作品のテレビシリーズ化などをアピールし作品の国際的な展開を目指す。 

 

 

「スプリンパン 前へすすもう！（Sprin’ Pan Let's go forward!）」 キービジュアル  
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CGCG Studio HD Inc. News Release 

2017/05/23 

 

CGCG Studio HD Inc. will exhibit an original animation project "Sprin’ Pan Let's go 

forward!" to Mifa with Annecy International Animation Film Festival! 

 

CGCG Studio HD Inc. (Tokyo Branch, Headquarters Okinawa) received the support of Tokyo 

Metropolitan Government and will exhibit original animation work project "Sprin’ Pan Let's go 

forward!" to Mifa with Annecy International Animation Film Festival in France. 

 

"Sprin' Pan Let's go forward! " is a story that a 12-year-old girl who aspires to be Peter Pan goes to 

a wonderful journey. It is currently in production as a nine minutes short animation and it is 

animation of 3DCG using motion capture.  

Director, original work and screenplay (Lyrics) are handled by Jet Inoue who worked on drawing 

storyboards and episode directing with TV animation "Gintama' '' and so on. 

CGCG Studio aims to internationalize this project by appealing TV series of the project and others in Mifa. 
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◆基本情報 / Basic information 

【関連サイト / Related web sites】 

東京都 Tokyo Anime Business Accelerator 事業 : https://anime-tokyo.com/ 

CGCG Studio HD website ：http://www.cgcgstudio-hd.co.jp 

【Mifa（Marché international du film d'animation）2017】 

開催期間：2017 年 6 月 13 日 から 2017 年 6 月 16 日まで（４日間） 

Duration: 2017/06/13 – 2017/06/16 

見本市開催都市：フランス オート＝サヴォワ県 アヌシー市 

概要：アヌシー国際アニメーション映画祭に併設する世界最大規模のアニメーション見本市 

アヌシー国際アニメーション映画祭 公式サイト（英語）： http://www.annecy.org/ 

Mifa 公式サイト（英語）： https://www.annecy.org/mifa/presentation:en 

 

 

お問い合わせ 

ＣＧＣＧスタジオ HD（株） 

http://www.cgcgstudio-hd.co.jp 

info@cgcgstudio-hd.co.jp 

東京スタジオ、TEL：03-5937-5556 

担当：井上尚樹 

Contact  

CGCG Studio HD Inc.  

http://www.cgcgstudio-hd.co.jp 

info@cgcgstudio-hd.co.jp 

[Tokyo Studio]TEL：+81-3-5937-5556 

Masaki Inoue 
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