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株式会社ティー・オーエンタテインメント
（TEL：０３−３２５７−５２１２）

東京国際映画祭 企画展（TPG）への作品出品のお知らせ
この度、株式会社ティー・オーエンタテインメント （代表取締役：本田武市 所在地：東京都千代田区）の子
会社である T.O Entertainment UK Limited がプロデュースするアニメ映画企画「Rusty Red 〜赤い錆〜」が東
京国際映画祭の企画マーケットに出品されることとなりましたのでここにご報告申し上げます。

「東京国際映画祭」のコンテンツマーケット『TIFFCOM2007 〜アジア・パシフィック・エンタテインメント・
マーケット』は、今年で開催 4 回目を迎える日本の国際映画祭において唯一開催されているマーケットです。

その企画マーケットである TPG（Tokyo Project Gathering）は、世界中から精鋭企画が集まる企画展であり、
多数の応募作から審査を通過した企画にプレゼンテーションの機会が与えられます。開催 3 回目の今年は 24
カ国から約 100 作品の応募があり、38 企画が選ばれました。カンヌをはじめとした国際映画祭に数多く出品
している青山真治監督の企画、「パパは出張中」でカンヌ映画祭グランプリを受賞したカトリーヌ・デュサー
ル製作の新作企画がエントリーを果たし、国際的に注目される企画展として大きな話題となっております。

弊社作品「Rusty Red 〜赤い錆〜」も厳しい審査を通過し、TPG に出品することとなりました。
「Rusty Red 〜赤い錆〜」はイタリア人アニメーション監督 フランチェスコ・フィリッピ原案・脚本・監督
による、過去と現在が交差して綴られる壮大な海戦アドベンチャー作品です。フィリッピは本企画により、イ
タリアで最も権威のある企画賞「Pitch me Italy!」において最優秀作品賞を受賞しております。

株式会社ティー・オーエンタテインメントは日本で数少ない作家及びアーティストのクリエイティブ＆セール
ス・マネージメントとコンテンツのプロデュースを業務の両輪として行っている会社です。

10 月に日本公開される大石圭原作映画「１３０３号室」に於いて、エージェント（セールス含む）業務と映画
プロデュースの両方を行いました。また、同じく大石圭原作「死人恋（こ）う」はアイルランドとの共同製作
映画「Dandelion Winter（仮題）
」として映画化が決定し、2008 年末にクランクインを予定しております。

今後日本のみならず、海外クリエイターの起用、コンテンツ製作・発信を行ってまいります。

TIFFCOM 2007 ホームページ
http://www.tiffcom.jp/2007/index.html" http://www.tiffcom.jp/2007/index.html
「Rusty Red 〜赤い錆〜」トレイラー
http://www.studiomistral.com/video/Rusty%20Red.zip"

【本件に関するお問い合わせ】
海外事業部 松本 真由子
Tel 03-3257-5212 Fax 03-3257-5213
info@toenta.co.jp http://www.toenta.co.jp

Sept, 26, 2007
T.O Entertainment UK Ltd
Tel: +44 (0)787 6786 456

Announcement: Participation in Tokyo Project Gathering

We are happy to announce that T.O Entertainment Inc (CEO: Takeishi HONDA, Head office: Chiyodaku Tokyo)
will present our film project "Rusty Red" in Tokyo Project Gathering(TPG) in International Film Festival in Tokyo
2007.

"TIFFCOM2007 - Asia Pacific Entertainment Market -" will be hold from 21st to 24th Oct 2007 as the 4th time
and it's the only content market took place as the part of international Film Festivals in Japan.

TIFFCOM's project market "TPG (Tokyo Project Gathering)" will be the 3rd year and has been recognised as
that high quality selection. TPG committee has selected only 38 project amongst about 100 proposals applied
from 24 countries and each of the selected project will have an opportunity to have a presentation. This 3rd
year's gathering has the entries by many well known directors/producers' projects such as Shinji Aoyama
(Eureka) and Catherine Dussart (WHEN FATHER WAS AWAY ON BUSINESS) and has already got the strong
attentions by international media and movie people.

T.O Entertainment Inc Project "Rusty Red" was fortunately selected to TPG after such a strict reviewing and
judging. This is the animated film project by Italian talented animation director Francesco Filippi (story, script
and direction) and it would be the magnificent sea battle adventure beyond the past and present. Filippi
received the Grand prix of "Pitch me Italy!" award, which is the most prestige project competition, by this
project.

T.O Entertainment Inc is one of the few Japanese companies which do the creative and sales management for
creators and producing the contents both.

Our first international co-production movie "Room 1303" is now being released throughout the world and in
Japan the theatrical release of the film is scheduled to start at the end of October. Our international
co-production succeeding "Room 1303" is "Dandelion Winter (working title)” with the production scheduled to
kick-off at the end of the year 2008.

In the present and future, we are keep developing the business as creators’ agent and producing/issuing
contents in not only Japanese market, also international market in abroad.

TIFFCOM 2007 official site

http://www.tiffcom.jp/2007/images/pressrelease_j_vol.3.pdf

"Rusty Red" Trailer http://www.studiomistral.com/video/Rusty%20Red.zip

Contact (Regarding “Rusty Red” in TPG):
T.O Entertainment UK Ltd
Hanako Miyata (Ms)
Tel: +44 (0)787 6786 456 Fax: +44 (0)20 8141 4975
ukinfo@toenta.co.jp http://www.toenta.co.jp

