日本の動画視聴人数は
Youtubeだけでも
5000万人超！

専門的な撮影や編集はできないけれど、
動画制作に関わる担当者の皆さまへ

動画活用・ディレクション基礎講座
2017 年 3 月 8日（水） 1日集中
前回開講後多数のお問合せをいただき、
再度、名古屋教室で開講いたします！

制作の相場感や
どこに発注すべきかが
分からない。

それなりにいいものが
できたと思ったが、
再生回数は伸び悩んでいる…

営業、採用、説明会など、
それぞれに合った
作り方を知りたい。

名古屋教室
WebやSNSで効果的に
動画を使いたい。

版権、映り込み、BGM、
動画ならではの著作権
チェックポイントがある？

予算が限られる中、
社内の動画撮影でどこまで
質の高いものができるのか。

▶動画制作に携わる

宣伝、広報、制作部門の方

作ってはみたものの
視聴数や「いいね！」数を
見るだけで終わっている…

発注先にどのように
指示を出せば良いのか
分からない。

▶動画制作を外注に出す

広告会社の営業の方

▶クライアントの課題感に応えたい

制作会社の方

にオススメ

そもそも動画ってどうなの？から企画・制作・広め方まで明日から活用できるノウハウを伝授。
社内ディレクションもパートナー選びも最低限の知見があれば迷わない。

動画の全体像を知って、作った動画を最大限に生かす

動画が求められるシーンは、
ここ数年で
様変わりしました

Movie
TV

Movie

スマートフォンの普及、動画プラットフォームの台頭などで、生活者にとって動画がいつでもどこでも見られるのは当たり前となりました。多くの企業で
この流れを汲み、動画の活用が始まっています。
また、撮影機材や編集アプリの進歩がさらなる追い風となり、動画は以前より圧倒的な低コストと高

TV

品質で、制作することが可能になっています。

Tablet
PC

Digital
Digital

YouTube

しかし、動画に関する基本的な知識は学ぶ機会がなく、
ほとんどの企業担当者は、専門的なノウハウはもちろんのこと、相場感も分からないのが現

Smart
Phone

動画を簡単に制作する
環境は整ったのに、
ディレクションのノウハウだけが
不足しています。

Digital
Sinage

通信環境

プラット
フォーム

機材

状です。そこで宣伝会議では、動画制作を効率的・効果的にディレクションするための「動画活用・ディレクション基礎講座」
を開講いたします。

動画活用のディレクションに必須の要素を学びます
1 企画

2 制作

3 広め方

4 効果測定

土台となる企画の立て方を学びます。目的を明確にし、動画ならでは
の特徴を押さえることで
「情報を詰め込んだだけ」の失敗を防ぎます。
また、伝えたいイメージを実現するための構成を体系的に学びます。

外注の場合は発注先へ的確な指示を出すためのディレクションノウ
ハウを、内製化を進める場合は誰でも一定のクオリティに仕上げるた
めの撮影上のテクニックを学び、限られたリソースでも効果の出る動
画制作のスキルを身に付けます。

Youtubeをはじめとした動画メディアとその有効な活用方法を学びま
す。
またマーケティングの考え方だけでなく、
タグの付け方やサムネイ
ルの工夫など、再生回数アップのための実戦的なテクニックも身に
付けます。

動画の評価軸は再生回数などのリーチだけではありません。効果を
説明するための動画ならではの評価軸や、
目的に沿ったKPIの設定
手法、業界や業種によっても異なるPDCAサイクルの回し方を学び
ます。

見切り発車で作る前に。
知識0でも間に合う動画制作の基本

限られた予算や設備の中で。
機材の善悪に左右されない社内制作のテクニック

視られるための設計はできる。
メディアのバズの仕組みを知り再生回数を伸ばす

動画は文字や写真よりも短い時間で、
何倍もの情報
を届けることができるメディアです。
そして生活者も現
在では、積極的に動画を視聴する環境になりつつあ
ります。
しかし、
あらゆるコミュニケーションと同様に、
企業側の伝えたいことを一方的に詰め込んでも、生
活者にはスキップされてしまいます。
また、時間と場所
を問わず発信ができるようになったことで、生活者の
視聴態度も考慮しなければならなくなりました。動画
制作においても、
まずはその目的を明確にし、利用
シーンを想定した内容にすることが求められます。
本講座では、動画の役割と有効な活用方法を学び
ます。

動画に関わる会社に所属したことのない担当者の多くは、
動画制作の流れに関する知識がない
まま、実務にあたっています。
そのため、社内で制作を行う際に「何を準備するか」
「 撮影はハン
ディカムでよいのだろうか」
といったことに頭を悩ますケースも多くあります。本講座では、制作進
行の基本的な流れと、
撮影手法などの細かなテクニックを学びます。

動画が台頭してきた要因でもあるメディアや技術の多様化は、
「PC、
スマホ、
タブレット、
サイネージ、
動画共有サイト…
どのメディアにどんなコンテンツを配信するべきか」
とその配信を巡って担当者の悩みの種になっています。多くの情
報とコンテンツの中から選んでもらうためには、
有料・無料に関わらず媒体の特徴と、
生活者の深層心理を理解した上
で、
配信のテクニックを地道に駆使することが必要です。例えばGoogleとYouTubeの媒体特性を知り、
互いに上位
で表示されるような工夫を行うことで、
単に自社HPだけで掲載をするより何十倍もの効果を得ることが可能です。

動画活用のメリット
・内容理解
・ニュアンスを伝える事ができる
・時間と場所を問わない情報発信
・説明の手間等の コスト削減

動画制作の目的別費用感
Hi
Mid
Low
Small

機材の差はどれほど影響する？

目的：ブランディング、
認知拡大
品質：予算内で最高品質の動画を
用途：ブランデットコンテンツ、
バイラルムービー
目的：興味喚起
品質：価格はなるべく抑えつつ出来る限りリッチなクオリティ
用途：動画広告、
採用ツール、
展示会、
IR
目的：特徴訴求
品質：安価にある一定程度のクオリティで
用途：営業ツール、
イベントアタック、Webコンテンツ
目的：理解促進
品質：クオリティより出来る限り安価に大量に
（テンプレート量産など）
用途：How to・チュートリアル

映像の基本技術

パン

ハンディカム
スマホ

プロ用カメラ
出展：
メディアジャパン

① 企画

イメージを形にする

取材

撮影

相見積もりを取る前に。
動画の予算を決める裏側の知識
興味はあるが
欲しいとは思わない

商品とユーザーの
関係性

目的に沿った企画を立てる
購入

商品をもっと知りたい

知っているが
興味がない

知らない

知っているが
興味がない

興味 理解 納得 判断 購入

出展：LOCUS,INC

突飛な発想力は必要ない
１．
人は自慢話は聞きたくない
２．
人は説明は聞きたくない
３．
お客さんの声は伝わる
４．
事実を積み上げると説得力が増す
５．
画を見て分かるものを探す
出展：
メディアジャパン

外注する場合、
どこで何にいくら、
お金がか
かっているかを知っているだけでも、交渉に
強くなります。
コストは機材だけでなく、右図
のような人件費により大きく左右されます。
人間や施設が何日稼働するか、
またロケ
の日数が増えるごとに弁当代といった費用
までかさむことになります。
「あそこ消しといて」や、
ちょっとした修正に
も「ファイルの書き出しだけで1時間かか
る」
といったことがざらにあります。
その気に
なれば青天井で費用がかかってしまう動画
制作の裏側を学びます。

制作チーム
・プロデューサー
・ディレクター
・カメラマン
・照明
・音声
・編集
・クリエイター
・スタイリスト
・
・
・など

知って
いますか！
？
ユニバーサル検索により、
Googleアルゴリズムの
上位に、
動画や画像が表示されやすくなっています。

・ユーチューバ―の活用

今話題のユーチューバ―、
どれだけの効果があるのか。
どのように活用すればうまく話題を醸成できるのか。

③ 広める

④ 効果測定

展開

効果測定

動画の クオリティ とは
紙媒体では、
デザイン費や印刷費をかけることで、見た目のクオリ
ティは明らかに変わってきます。一方動画では、素人目にはクオリ
ティの差が分かりにくい場合があります。予算を多く割くことで、CG
やアニメーションを使った動画を制作することは可能ですが、
それは
クオリティの差 ではなく 表現の幅の差 だと言えます。
必要最低限の予算で制作ができるよう、
目的に即した表現を見極
めることで、
コストとクオリティのバランスをとることができます。
表現の幅

動画の目的に対して、
必要な表現は何かを
見極めることが重要

【 ex.）YouTube活用】
・検索での優位性

出展：LOCUS,INC

② 制作

伝わるコンテンツは企画が命。
動画の印象が劇的に変わるプロの企画構成
頭の中にあるイメージを視聴者に伝える際には、1
枚の絵に起こせるくらい具体的でなくてはなりませ
ん。例えば「明るい感じ」
を表現する手法は、色や音
楽、
ナレーターのしゃべり方など、際限なくあります。
具体的に
「採用動画だから、営業職が明るく話すイ
ンタビュー動画にしよう」
までイメージしていても、細
かな表現が固まっていないために、
いざ撮影してみ
たら
「全く動きのない、紙芝居のような動画」になっ
てしまったという例もあります。右図のように、
目的に
応じた的確な手法を学ぶことで、効率的な動画制
作に繋げることができます。本講座では、映像の専
門家でなくてもできる、企画ノウハウを学びます。

① 素人投稿演出
② ポジティブな驚き
③ ノンバーバル
④ 企業色の排除
⑤ ＳＮＳトレンドに沿った切り口
（感動やスゴ技、動物など）

ドリー

出展：LOCUS,INC

目的を明確にする

バズを起こす5つのポイント

静止映像
（引きとアップ）ズームイン／ズームアウト

予算

動画に理解がない社内の説得に。
KPI設定とPDCAを回す手法
配信後に動画制作の評価を
行い、PDCAサイクルを回す
ことは、
コンテンツの改善や、
動画への理解がない経営層・
社内への説得に有効です。
効果測定をする上で、
マーケ
ティング全体の中での立ち位
置を決めた上でKPIを設定す
ることはもちろんのこと、展開
と表 現をそれぞれの指 標で
チェックし、改善することが重
要です。

PDCAを回すポイント
○展開のチェックポイント
・掲載場所
・広告
・SNS活用
・設置方法
・ページ内動画閲覧率
・動画ページ滞在率
・CVR
など
○表現のチェックポイント
・完全視聴率
・離脱ポイント
・ユーザー属性
・評価
・拡散率
・視聴後アンケート
など
出展：モバーシャル

カリキュラム

※講師・カリキュラムは変更になる場合がございます。

講 師

10:00

モバーシャル 山下悟郎氏
（動画市場、企画）

〜

時 間

12:00

内 容
動画市場のこれまでとこれから／日本におけるWeb動画市場／企業の活用／ユーザの視聴状況／ユーザー
が好むコンテンツ／動画の効果／動画広告について／Web動画の特徴／動画共有サイトについて

お昼休憩
〜

13:00
14:30

〜

14:50
17:20

モバーシャル 山下悟郎氏
（広め方、効果測定）

Web動画導入の進め方と拡げ方／見られる動画を企画する／明日から使える事例、
テクニック、
ノウハウ／コ
ンテンツを拡散させるためのWeb動画市場の基本／動画の配信について／Youtubeを効果的に活用する4
つのポイント／Web動画の検討〜活用〜マーケティング／バイラル動画について／効果測定について／KPI
設定／著作権

ボーダーレス 本田裕太郎氏
（企画、制作）

目的とターゲットに沿った企画・構成／撮影機材による違い／動画制作ワークショップ／撮影上の注意点／各
種動画、社内制作と外注のポイント
（制作期間や費用の見極め方）

講師紹介

※カリキュラム・講師陣は変更する可能性がございます。

山下 悟郎 氏
モバーシャル株式会社

本田 裕太郎 氏

株式会社ボーダーレス
取締役副社長 チーフプロデューサー
小学校5年生のころ「人に伝えたいことを瞬時に理解してもらうには動画
しかない」
と思い動画制作に没頭する。中学に上がり
（インターネットが一
般家庭に普及し始めたころ）地元の街を案内するスライド動画を作成。
当時としては珍しく、賞を獲得する。高校を卒業後、九州ビジュアルアーツ 映像クリエイター
学科へ入学。学生時代200本を超える動画作品を作り、最優秀理事長賞を取得。2007年東
京に進出し、若干20歳の若さで民法TVCMのディレクターとして任命される。
その後、07年12月、株式会社ボーダーレス代表の向井と共に、ボーダーレスの立ち上げメン
バーとして参加。設立後はリーマンショックや、東日本大震災など危機を乗り越え、現在50名を
超えるスタッフと共に、多くのTVCM、TV通販番組、プロモーション動画などのプロジェクトを統
括している。14年、100名の経営者向けに、学士会館にて動画活用セミナーなどを行う。15
年、ベトナムにおいて大学の講師などを務め、国内外へ活動の幅を広げている。16年、
「 売り
上げを上げる！動画のヒミツ」の本を出版。大手企業コンサルなども手掛ける。

取締役

2007年映像プロダクション、モバーシャル株式会社のス
タートアップより参画。
取締役CMOとして、
デジタル領域の映像制作を得意とする
同社において、Web動画黎明期より、映像プロモーション企画・コンテンツ設
計を担当。
14年メンバーズと動画マーケティング支援会社、株式会社MOVAAAを設立。
動画の企画、設計、運用、効果検証、等オンラインビデオの領域に特化した、
日本では初となる支援会社の取締役CMO兼任。

●開催日程 ： 2016年3月8日
（水）
●講義時間 ： 10:00〜17:20
●受講定員： 25名
●講座会場 ： 名古屋・栄
●受講料金 ： 49,000円（税別・申込金5千円含む）
●受講対象 ： 動画制作に携わる、宣伝・広報・制作部門の方、動画制作を外注に出す／広告会社の営業の方／
クライアントの課題感に応えたい、制作会社の方

講座
概要

お申込みはWebから またはこちらまで
FAXにてお送りください
会社情報
申込者様
派遣責任者様

動画活用・ディレクション基礎講座 名古屋教室
お申込み者情報記載欄

TEL

会社名
住所

０52−952−0312

〒

氏名

所属部署

役職

所属部署

役職

生年月日
19

年

月

日

年

月

日

Eメール
氏名

生年月日
19

Eメール

申込形態
お振込み先

①企業申込（請求書を発行します） ②個人申込
三菱東京UFJ銀行

大津町支店

普通

1388456

宣伝会議からの情報

①いる

②いらない

③ すでに届いている

口座名義：株式会社宣伝会議

■お申込・お問合せ
株式会社宣伝会議 〒460-0005 愛知県名古屋市東区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル6F
TEL：052-952-0311 E-mail：nagoyaeduc@sendenkaigi.co.jp www.sendenkaigi.com/class/
※受講料について、開講前のご入金を原則とさせていただいております。入金が確認できませんと、
ご受講いただけませんのであらかじめご了承ください。※一旦納入された申込金・受講料は、受講前・受講途中にかかわらず、
いかなる理由であっても払い戻しや次期への振り替えはできません。※受講は申込者本人に限ります。他人に貸与・譲渡することはできません。企業派遣による申し込みの場合でも、受講者の変更は受け付けておりません。※
天候不順によるアクシデントや講師の都合により、直前に日程変更になる場合がございます。
その際、交通費の保証はできかねますのでご了承ください。※弊社と発注者は互いに暴力団、及びその他の反社会的勢力に該当
しないことを表明・確約します。万が一、上記に反していることが判明した場合には、直ちに無条件で本契約を解除します。※弊社と同様の教育講座を開催している企業、人材紹介業、受講生への営業・勧誘等を目的とするご
受講等に関しましては、審査の上、
お申し込みをお断りする場合がございます。
また、
お申し込みから審査までの間に、
ご請求書類の発送など、決済処理の進行が行われる場合がございます。あらかじめご了承ください。※本申
込 書により㈱ 宣 伝 会 議が取 得した個 人 情 報は受 講 手 続きや各 種 連 絡 、講 座 運 営 、ダイレクトメールなどの方 法で出版 物や講 座 、イベントのご案 内 等をお送りするために利 用します。プライバシーポリシー
（http://www.sendenkaigi.com/privacy/）
をお読みいただき、同意の上、
お申し込みください。

