
サービスの紹介
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem 
Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an 
unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.



どこに頼めば良いか分からない。 
そもそも作るのが大変そう。 
動画を作ってもどうやって使えば良いか分からない。 

私たちは、動画作りと 
その動画の発信する場所作りまで 

最後まで担当します。

はじめに



私たちが目指している動画制作は、 
「安くて高品質」というサービスではありません。 

私たち自身、長年そうした仕事もたくさんやってきて 
効率よくできるだけ時間を割かずに納品するものが 
本当にそれはクライアントの為になっているのか？と 
常に疑問と葛藤がありました。 

もっと自分たちの技術を 
正しく世の中に使いたい。 
お客様にとって本当に役に立つものを 
残すために活かしたい。 

そうした想いを実現する為に、このサービスを立ち上げました。 

想いに共感していただけるクライアント皆様と出会い 
お仕事が出来る事を心から願っています。



私たち　　　　　は

LPサイト

映像コンテンツ 写真素材

を作って も撮影し、

それらを使って まで制作する会社です。



１分間の動画が持つ情報量は、
180万言語、原稿用紙4500枚、
3,600分のWEBページに相当する。

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since 
the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, 
but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets 
containing Lorem has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting. Lorem Ipsum is simply dummy text of the 
printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer 
took a gall

なぜ映像なのか？



　　　　　　　　　　　　　76.5％
スマホで動画を観る割合

10代ではその割合が

              85.8％  
MMD研究所・スマートアンサーの共同研究発表データ

９割



そのため、ブランドイメージを醸成したい企業にとっては
うってつけのコンテンツなのです。
訴求手段として最もインパクトがあり、
行動を促しやすいコンテンツは動画ともいえます。
近年急速に市場が盛り上がっている理由がここから読み取れます。

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever 
since  
the 1500s, when an unknown printer to



動画の様々なメリット

注視時間はバナー広告の約14倍

言葉がわからなくても伝えられる

目と耳、両方にアプローチできる

テキストより２倍記憶に残る

企業イメージの一新

SNSやブログでシェアし、口コミが広がる 

☆学習定着率の割合 （アメリカ国立訓練研究所） 
・一方的な講義を受けた場合（レクチャー）：5% 
・テキストを読んだ場合（リーディング）：10% 
・動画を見た場合（オーディオビジュアル）：20%

　　　　　　　　　　　　　動画　記事 
シェアしたことがある　　　39%　26% 
コメントしたことがある　　36%　27% 
「いいね」したことがある　56%　40% 
いずれもない　　　　　　　25%　42%

人間が感じる五感は「視覚・聴覚・
嗅覚・触覚・味覚」の順に多く影響
を受け、中でも9 割以上の情報を 
視覚（87％）と聴覚（7％）から受
け取ると言われます。

☆こんな方に効果的 
・言語のちがう外国人 
・文字の読めない子ども 
・活字離れが進む若者 
・文字を読みづらくなっ
てしまった高齢者

動画広告は注視時間が14.2倍、注視回数は32回 
「視聴者の想起率」 
バナー広告：8.9%、動画広告：14.7%

シェアなどの行動をした理由 
ユーモアがあったから：51% 
他の人も見たいだろうと感じたから：30% 
質が高かったから：14% 



動画のメリット

企業イメージの一新

動画は、webや文章などプレスリリースや宣伝よりも 
個性や特性をインパクトある訴求を一発で伝えられます。 
堅い、古いなどの印象のある分野でも、 
動画1つで新しいイメージづけを実現します。 



Corporate 
 Identity 
Movie 

企業の理念やビジョン・ブランドを 
動画によって表現し 

これまでになかったブランディングと 
新しいイメージを創り上げる 

それが 

『コーポレート アイデンティティ ムービー』です。



ブランドイメージの確立
これまでのイメージを一新。 
企業として新たなブランドを確立します。

採用での活用
求職者に対して、上質な企業イメージを訴求する事
で、関心度を高める効果があります。

他社との差別化
動画を使い同業他社との差別化を測る事で 
御社の独自性を発揮する事ができます。

社内統制と共有
社員に向けて、共有メッセージを発信する事で 
会社全体の意識統一に繋がります。

CIM

Brand
Recruit

Internal 
control

Differentiate

４つの効果



映像コンテンツ

企画構成から完成まで 
予算を組み立てその中で 

最大限のクオリティを実現します。 
またTV番組を使って地上波で 
御社の特集番組を放映できます。

MOVIE　40万～ 
TV番組　200万～

LPサイト制作

制作した映像を 
最大限利用して頂けるように 

採用・サービス・キャンペーンなどに 
特化したLPサイトなどを 

提案制作することができます。 
さらに我々は取材を行い 

ライターを使ってテキストを作成します。

WEB SITE 60万～ 写真撮影

撮影と同時に社内や店舗現場など 
クライアントに応じた 

写真を撮影し全データを提供します。 
会社紹介や役員プロフィールなど 
幅広くご使用いただけます。

PHOTO　10万～
会社概要を一新したい、 

新商品のカタログを作りたいなど 
ワンストップでの制作が 

予算削減と一貫したデザインでも制作を 
可能にします。

CATALOG　10万～

冊子/パンフレット

全て一貫して制作



TV番組 LPサイト制作 写真撮影

＋ ＋

＋

プラン表

＋

オリジナル動画
Long / Short 計２本

LPサイト制作 写真撮影

＋
フォトブック

＋

＋
オリジナル動画
Short  計１本 LPサイト制作 写真撮影

＋

テレビ動画には打ち合わせから企画構成・台本作成・ロケハンなどを経て撮影を行います。　放映：地上波テレビ～ LPサイト　撮影：１日　映像：４分１本　　 
スタンダード動画は、打ち合わせから企画構成・ロケハンなどを経て撮影し約５分映像を制作。さらに９０秒前後の広告用バージョンも1本制作します。　放映：地上波テレビ～ LPサイト　撮影：１日　映像：４分１本　 
ミニマム動画は、打ち合わせから当日撮影へ。９０秒前後の映像を制作。HPなどで幅広くお使え頂けます。

フォトブック

テレビ放映 
プラン

オリジナル 
動画セット 
ミニマム

オリジナル 
動画セット 
スタンダード



Works
当制作チームが取材撮影で関わった人物や団体の一例です。 

『メディア（ビジネス系）』------------------------------- 
日経CNBC・日経新聞電子版・毎日新聞 etc 

『企業家』------------------------------- 
【海外】 
LEGO Group CEO・PHILIPS CEO・VOVLO Group・BREMBO S.P.A  
ROYYAL DELFT・Tommy Bahama　etc 

【国内】------------------------------- 
オリックス株式会社・株式会社エイチ・アイ・エス・SBIホールディングス株式会社・日本航空株式会社 
東日本旅客鉄道株式会社・エステー株式会社・スターバックスコーヒージャパン株式会社 
株式会社ジャパネットたかた・クオンタムリープ株式会社・マネックスグループ株式会社 
ネットイヤーグループ株式会社・アパグループ・株式会社タニタ・株式会社壱番屋・株式会社U-NEXT 
コーエーテクモホールディングス株式会社・サンゲツ株式会社・株式会社ワコールホールディングス　etc 

『文化人・政治家・タレント』------------------------------- 
安倍晋三（元内閣総理大臣）菅義偉（前内閣総理大臣）稲田朋美（元防衛大臣） 
黒岩祐治（神奈川県知事）福田富一（栃木県知事）森田健作（前千葉県知事） 
長島昭久（衆議院議員）中田宏（元衆議院議員）平沢勝栄（衆議院議員） 
天野篤（順天堂大学心臓外科教授）武田邦彦（中部大学教授）澤口俊之（脳科学者） 
小久保英一郎（天文学者）田原総一郎（ジャーナリスト）ラモス瑠偉（元サッカー日本代表） 
前園真聖（元サッカー日本代表）上原浩治（元野球選手）上村愛子（元モーグル日本代表） 
武田美保（元シンクロ日本代表・五輪銀メダリスト）小椋久美子（元バドミントン日本代表） 
眞鍋政義（元バレーボール女子代表監督）村田諒太（ボクシング五輪金メダリスト） 
柴田亜衣（競泳・五輪金メダリスト）古賀稔彦（柔道・五輪金メダリスト）小島慶子（タレント） 
小宮山悟（元メジャーリーガー）桜庭和志（格闘家）武藤敬司（プロレスラー） 
ケント・モリ（プロダンサー）桂米團治（落語家）太田光代（タイタン代表・タレント） 
大山のぶ代（声優）よしもとばなな（作家）宇都宮隆（ミュージシャン） 
森理世（ミスユニバース2007）武田双雲（書道家）etc 

その他、全国の企業・医療機関など含め500社以上の取材実績あり。



ETERNA & CREATE

会社概要

親会社 / 株式会社エテルナホールディングス 
設立/ 2018年2月 
資本金/ 3,000,000円 
所在地/ 〒810-0024福岡県福岡市中央区 赤坂1-13-38丸喜ビル3F  
事業内容/ PRブランディング・貨物軽運送事業 
取引銀行/ 福岡銀行  
TEL 092-707-3353（クリエイティブ） 
FAX 092-707-3292（共通）


