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納品までの流れ
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結果の出せない動画にさよならを
動画を作っても反響がないのは「⽬的」「⼿段」「運営」が曖昧だからです！ YouTubeで動画を配信するのは「メリット」しかありません！
動画は作れば「24時間働く営業マン」。ですが、⽬的・⼿段・運営をきちんと考えずに作っても⾒向きもされません。
トンボウイングはこれまで⾃分たちで培ってきた成功のノウハウと結果でこの3つを明確化。お客様が気付かなかった要
望まですくい上げ、動画を「優秀な」営業マンに仕⽴て上げます。

動画を配信できるサービスは増えていますが当社ではメインとしてYouTubeをおすすめしてお
ります。YouTubeなら⾃前で配信しようとすると莫⼤な費⽤が発⽣するところを0円で利⽤で
き、狙ったターゲットに適切な⽅法で動画を届けることが可能です。

ただの情報ではありません、これまで多くの案件をこななすことによって得
ることのできた事実ばかりです。

戦略的にターゲットを絞り込んで企画し動画を配信すればほぼ確
実に動画をターゲットを届けることが可能。

メリット

1
YouTubeは世界で2番⽬に使われている「検索エンジン」。
動画を配信すれば多くの⼈が検索で⾒つけてくれる。

メリット

2
SEOに強い。⾃社のサイトに動画を埋め込むことも可能で、視聴
者のサイトへの滞在時間を⾶躍的に延ばすことが可能。

メリット

3
幅広い⽤途で利⽤可能。単なるPVだけでなく、求⼈や企業紹介、
マニュアルを動画で作りサポートの負担軽減を図るなど。

メリット

4

トンボウイングの提供する動画はキレイで当たり前。それ
以上のメリットをお客様に提供します。

⽬的を達成するための、3つの強み

⼀般的な動画制作の流れ。全ての⼯程を⼀⼿に引き受けることによって⼤幅なコストカットを実現。さらに、
トンボウイングなら⾃慢の企画⼒と提案⼒でお客様の要望を引き出し負担を軽減します。

専属のディレクターによる
ヒアリングを⾏わせていた
だき各種確認をさせていた
だきます。

ヒアリングを元に後⽇企画
の提案をさせていただきま
す。

撮影⽇やキャスティングな
どに関するスケジューリン
グを決定します。

撮影に取りかからせていた
だきます。撮影に要する時
間は3時間程度から数⽇程
度までと幅があります。

撮影した映像のカット作業
や⾊の補正、アニメーショ
ンの追加、ナレーションの
追加などを⾏います。

完成した映像作品をお客様
に納品します。納品形態は
データだけでなくDVD納
品にも対応しております。
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2台のカメラ 2台のカメラ

1台のカメラ 1台のカメラ

3灯の照明

3灯の照明

1灯の照明
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YouTubeチャンネル運営

ドローン撮影

1⼈のカメラマン 1⼈のカメラマン

料⾦例1 料⾦例1

料⾦例2 料⾦例2
￥475,000円（税別）

￥200,000円 ￥150,000円

￥505,000円（税別）

￥140,000円（税別） ￥150,000円（税別）
⼀緒に申し込めば
他のプランも⼤幅値引き。

セットが
お得！ 【企業向けPV】通常 300,000円が 【リクルート⽤動画】通常 250,000円が

成功事例

中⼩企業 社⻑

個⼈事業主

YouTubeで動画を上げるだけで事業の売上
がどんどんUP。今では全売上の⼤半が動画
からくる案件になりました！

YouTubeの動画を観たファンの⽅から⼤型
案件が！動画のおかげで企業からの案件依
頼が多数くるまでに成⻑しました!!

ヒアリング⼒の⾼さ
企画提案の幅の広さ

動画を作った後の
活⽤⽅法を提案可能

⾼いYouTube
チャンネル管理能⼒

これまでの経験とノウハウ
を活かし、お客様の求めて
いる結果を出すために先回
りした提案が可能です。

他社では真似の出来ない動
画活⽤術で、作った動画を
さらに優秀な営業マンにす
ることが可能です。

ただ単発で発信するのでは
なく、定期的な動画投稿を
利⽤した動画戦略に必要な
チャンネル管理能⼒。
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YouTubeを利⽤するメリット

選べる豊富なオプション
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結果の出せない動画にさよならを
動画を作っても反響がないのは「⽬的」「⼿段」「運営」が曖昧だからです！ YouTubeで動画を配信するのは「メリット」しかありません！
動画は作れば「24時間働く営業マン」。ですが、⽬的・⼿段・運営をきちんと考えずに作っても⾒向きもされません。
ジー・アール・エス スタジオはこれまで⾃分たちで培ってきた成功のノウハウと結果でこの3つを明確化。お客様が気
付かなかった要望まですくい上げ、動画を「優秀な」営業マンに仕⽴て上げます。

動画を配信できるサービスは増えていますが当社ではメインとしてYouTubeをおすすめしてお
ります。YouTubeなら⾃前で配信しようとすると莫⼤な費⽤が発⽣するところを0円で利⽤で
き、狙ったターゲットに適切な⽅法で動画を届けることが可能です。

ただの情報ではありません、これまで多くの案件をこななすことによって得
ることのできた事実ばかりです。

戦略的にターゲットを絞り込んで企画し動画を配信すればほぼ確
実に動画をターゲットを届けることが可能。

メリット

1
YouTubeは世界で2番⽬に使われている「検索エンジン」。
動画を配信すれば多くの⼈が検索で⾒つけてくれる。

メリット
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SEOに強い。⾃社のサイトに動画を埋め込むことも可能で、視聴
者のサイトへの滞在時間を⾶躍的に延ばすことが可能。

メリット
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幅広い⽤途で利⽤可能。単なるPVだけでなく、求⼈や企業紹介、
マニュアルを動画で作りサポートの負担軽減を図るなど。
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ジー・アール・エス スタジオの提供する動画はキレイで
当たり前。それ以上のメリットをお客様に提供します。

⽬的を達成するための、3つの強み

⼀般的な動画制作の流れ。全ての⼯程を⼀⼿に引き受けることによって⼤幅なコストカットを実現。さらに、
ジー・アール・エス スタジオなら⾃慢の企画⼒と提案⼒でお客様の要望を引き出し負担を軽減します。
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だき各種確認をさせていた
だきます。

ヒアリングを元に後⽇企画
の提案をさせていただきま
す。

撮影⽇やキャスティングな
どに関するスケジューリン
グを決定します。

撮影に取りかからせていた
だきます。撮影に要する時
間は3時間程度から数⽇程
度までと幅があります。

撮影した映像のカット作業
や⾊の補正、アニメーショ
ンの追加、ナレーションの
追加などを⾏います。

完成した映像作品をお客様
に納品します。納品形態は
データだけでなくDVD納
品にも対応しております。
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中⼩企業 社⻑

個⼈事業主

YouTubeで動画を上げるだけで事業の売上
がどんどんUP。今では全売上の⼤半が動画
からくる案件になりました！

YouTubeの動画を観たファンの⽅から⼤型
案件が！動画のおかげで企業からの案件依
頼が多数くるまでに成⻑しました!!

ヒアリング⼒の⾼さ
企画提案の幅の広さ

動画を作った後の
活⽤⽅法を提案可能

⾼いYouTube
チャンネル管理能⼒

これまでの経験とノウハウ
を活かし、お客様の求めて
いる結果を出すために先回
りした提案が可能です。

他社では真似の出来ない動
画活⽤術で、作った動画を
さらに優秀な営業マンにす
ることが可能です。

ただ単発で発信するのでは
なく、定期的な動画投稿を
利⽤した動画戦略に必要な
チャンネル管理能⼒。
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YouTubeを利⽤するメリット

⼀度海に出てしまうと安全確保のため選べる豊富なオプション
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インタビュー動画 アニメーション
インタビューは素朴な⽇本⾷と同じ。素材(お客様)
の良さをいかにして前⾯に出していくかで印象が
全く変わってきます。
クライアントの魅⼒を伝えるために余計な味付け
はせず、素材の持ち味を最⼤限に活かせる映像作
りを⼼がけます。

映像のみでは伝えることの難しい複雑な情報を伝
えることができます。
実写と絡めて利⽤されることが多く、最近になっ
てより積極的に活⽤されるようになってきていま
す。




