
あなたのスマホ動画が
会社のPRに！



■はじめに

動画コンテンツが有効な3つの理由
1. 高い情報伝達力で商品価値をわかりやすく訴求
2. 情報収集段階において動画を視聴する担当者が全体の約7割※

3. BtoBならではの意思決定プロセスがスムーズに

ビジネスにおける映像活用シーン

※購買担当者の77％がリサーチから購入決定までのプロセスにおいて動画を視聴したことがあると回答
引用）Google＆YouTube user in-depth ,interview research Japan December 2016

工場内覧

オンラインでの営業や展示会、ホームページ・SNSで
多岐にわたる企業情報をスムーズかつ端的にご紹介可能

会社案内・実績紹介 社長メッセージ・企業理念



■映像制作の印象

映像制作にこんな不安を抱きませんか？

より簡単に！より安く！より安心に！
TSUNAGIYAは映像制作のハードルを低くします！

実際見てくれるの？

センスと技術が問われそう

YouTubeって？

社内に適任な
人材がいない

自分たちには縁遠い話

インターネット以上に難しくて、やりたくてもできない

低価格でやりたい

横文字についていけない

言葉が難しい

理解しづらい

わからない



■TSUNAGIYAとは

✓ お手持ちのスマートフォンで撮影した動画をつなぐ

✓ 映像作品でこれまでにない顧客と企業をつなぐ

✓ 専用YouTubeチャンネルで企業同士をつなぐ

知識やセンスなど敷居が高くなりがちな動画制作を

ご自身で撮影された動画を送信するだけで、プロ仕様の映像作品に仕上げます。

ご指定のテロップや会社ロゴ、静止画を挿入することも可能です。



会社HPにURLを掲載

お知らせとして、YouTubeチャンネル
への動画更新情報を会社HPにURLを
貼り付けることで、視聴を促すことが
可能です。
（HP制作を依頼している制作会社に
よっては、動画自体のHPへの埋め込み
が可能な場合もございます。）

１ 折り込みチラシやDM（ダイレ
クトメール）にQRコードを挿入

YouTubeにアップロードした動画の
URLでQRコードを作成。折り込み
チラシやDMにQRコードを張り付け、
手に取ったお客様が、スマートフォンで
QRコードを読み取り、動画をご覧
いただくことができます。

２ 企業SNSに動画投稿

SNSの企業アカウントに動画や
動画URLを投稿し、宣伝・拡散する
ことができます。投稿に動画のURL
を貼り付けて、クリックしてYouTube
に移動しご視聴いただく、またはSNS
により投稿が可能な動画の秒数は
異なりますが、直接動画を投稿して
視聴していただくことも可能です

３ メールの署名欄にURLを挿入

お客様からお問い合わせが来た際に、
メールの返信に入れるご署名欄等に
動画のURLを貼り付け、クリックして
ご視聴いただくことが可能です。

４

■動画活用方法



■企業の映像活用に関して

BtoBにおける顧客購買行動のデジタル化

出展：オンラインビデオ総研/デジタルインファクト

※出展：アクセンチュア通信・メディア・ハイテク本部

BtoB企業顧客の６７％は営業担当者と合う前にWebで購買意思を固め、
事業取引の６1％がオンライン上で始まる※

BtoBにおける顧客購買行動のデジタル化

WebやSNSで反映しやすい
動画広告市場が年々拡大



■現状の映像活用に関して

企業戦術における映像活用は
未だブルーオーシャン状態

引用：「営業・販促活動へのコロナ禍の影響を調査 展示会や商談減少が多数、営業・販促活動の変革が急務に」（株式会社マーケライズ）

映像制作の参入障壁
・知識・構成力の有無
・コスト（制作費・時間）負担
・人材不足

TSUNAGIYAのポイント
・お手持ちのスマホで撮影して送るだけ
・低コスト・短期間で納品
・イベントクリエイターが構成し、映像制作のプロが制作

企業戦術で躊躇する企業が未だあるため、映像活用は差別化のチャンス！

商談のオンライン化・Webサイ
トの改良が実施されているが、
動画コンテンツの活用は少な
い状況

TSUNAGIYAは映像活用の参入障壁を低くし、オンライン上でのコミュニケーションを豊かにします。



カンタン！
ご利用者様は、ご自身のスマートフォンで

撮って送るだけ！

■TSUNAGIYAの強み

映像活用の参入障壁を低くするTSUNAGIYAのポイント

スピード重視！
約3週間で編集し、約3分間の映像作品に

仕上げて納品・配信します！

ローコスト・ハイクオリティ！
ナレーション・テロップ込みの編集から、
アップロード・配信までトータルサービス！

ご利用者様や企業様からいただいたスマホ映像をもとに、
ナレーションやテロップ、BGMなどを挿入し、約3分間の映像に仕上げます。
既存の映像制作よりも、簡単でスピード力のある、映像編集サービスを実施いたします。



制作した動画を自社HPでも
使用可能

YouTubeにアップロードした動画は
自社HPでもご使用いただけます。
また、動画での納品も可能ですので、
様々な用途に合わせてご利用いただけ
ます。

１ 大がかりな撮影機材が不要

お手持ちのスマートフォンで撮影した動画
を使用するため、大がかりな撮影機材が不
要となり、手間がかからず、コストも抑えら
れます。

２ YouTube等の知識が不要

編集からYouTubeへのアップ
ロードサポート・配信まで当社で行うため、
YouTubeや動画編集の知識に不安が
あっても問題ございません。

また、撮影のコツをマニュアルでご提示し
ますので、撮影に関する知識もいらずに、
簡単に撮影をお楽しみいただけます。

３最小限のやり取りで制作可能

スマートフォンで撮影いただいた映像と共に、
オーダーシート（指示書）をご記入いただき
お送りするだけで作成いたします。
編集や修正のやり取りは最小限に抑えます。

４

■特徴

5一つの動画で大きな効果が期待

当事業をご利用する企業はもれなく、
TSUNAGIYA TVから配信されます。
各社それぞれが、お得意先や協力会社など
へご紹介するだけで、派生して多くの方々の
目に止まり、視聴数が拡大するため、一つ動
画から大規模なＰＲへと発展します。



■TSUNAGIYA活用シーン

その他：展示会・店舗紹介・研修紹介・プレゼン資料・SNS投稿・会社案内 等

パン屋さん
例：パンが出来上がるシーン、衛生管理、店舗の雰囲気

製造工場
例：機械の優位性、ものづくりへのポリシー、熟練された技術

学習塾
例：塾生感想・授業風景・進学塾率

運輸業
例：サービスポリシー、車両管理、保管状態



■TSUNAGIYA TV

TSUNAGIYA TV

各企業様のPR動画をまとめてお伝えする
情報番組風コンテンツ「TSUNAGIYA TV」。
月一配信でご利用いただいた各企業様の
情報と合わせてご紹介いたします。

動画素材

動画編集

SNS等配信

納品

当社オンラインルームよりYouTube配信

運営

反映

TSUNAGIYA TVは、情報番組風の演出で企業情報と共に見やすくご紹介いたします。
当社オンラインルームにて映像収録と配信を実施する他、アーカイブ機能も設け、

過去に配信した映像も遡及して閲覧できるようにいたします。

※YouTube：月間約6,500万人（国内）が視聴する動画投稿サイト

※イメージ

月一配信

制作・納品した各企業様の映像を専用YouTube※チャンネルから月一で配信いたします。

※2022年1月から始動



動画の編集からYouTubeへのアップロード・配信までサポートさせていただきます。
また、ご希望に合わせてオプションのご提案も可能です。

動画撮影 動画編集 修正

お手持ちのスマートフォンで
動画を撮影いただきます。

※ご希望に応じて、撮影代行
も可能です。（別料金）

撮影いただいた映像を専用
アドレスにお送りいただき、
編集を行います。
３分以内に収め、必要に応じ
てテロップ・BGM・ナレー
ションを挿入します。

編集した３分間作品をご
確認いただき、修正を承
ります。
※修正は原則3回以内

■動画制作フロー

※写真は全てイメージです

※BGMはご指定いただくか、
イメージにあったものをこちらで
挿入いたします。

編集した動画はご希望の
形式で納品いたします。
（基本、MP4にて出力）

納品

TSUNAGIYA TVにて、
月一配信を実施。

配信

１ 2 3

4 5



■作業フロー

発注いただいてから納品まで、最長３週間ほどいただく場合がございます。
お急ぎの場合はご相談ください。また、オプション作業をご発注いただく場合は更にお時間をいただく
可能性がございます。

編集開始から納品まで3週間で制作※1

１週間 ２週間 ３週間発注日

動画撮影・入稿※2

映像編集

ご確認

修正・納品
アップロード代行

お
客
様

当
社

※1素材が弊社に届いてからの制作期間でございます。
※2テロップやナレーションをご希望する際は、原稿をご入稿いただきます。

お問い合わせ

オーダーシートご記入

打合せ

構成打合せ



１ 動画のタイトルは簡易的に設定

視聴者が検索するキーワードと動画のタイトルの
一致が重要なため、視聴者が検索するワードに寄せる
必要があります。また、50字以内で簡潔に設定します。
例） ×「△△の選択方法」 → 〇「△△の選び方」

２ 説明文に多くのキーワードを含める

概要欄の説明文は200～３５０ワードで構成し、
より多くのキーワードを含むことが重要です。
また、最も伝えたい文章は最初の５０字以内に収め
ることが重要です。

３ サムネイルを設定

視聴者がクリックしたくなるような興味を引くわかりや
すいサムネイルを設定する必要があります。
動画投稿の際にサムネイルを設定します。

４ キーワード設定

YouTubeにアップロードする際にはキーワードを
設定できます。どのようなキーワードを設定すれば
視聴者の検索に引っかかるかを検討、精査していく
必要があります。

YouTubeのSEO対策は専門性が高く、またチャンネル登録者数が重要であるため、
下記２点が最も重要だと言えます。

◆ 自社HPにYouTube動画を埋め込んで視聴を促す
◆ 自社SNSにURLを張り付けて広く宣伝する

■アップロード代行



【サンプル】会社PR映像

■サンプル映像

撮影した動画を下記のような仕上がりで制作いたします。
サンプルとして、当社のPR映像を記載いたしました。QRコードを読み取ってご視聴ください。

■プラン①：基本プラン
（映像編集・テロップ挿入・BGM挿入・タイトル挿入・ナレーション挿入 等※）
※その他、映像データ化やYouTubeアップロード代行などが基本プランに盛り込まれております。

【サンプル】会社PR映像

■プラン②：オプション込みプラン
（（背景CG効果・ロゴアニメーション効果・フォント指定 等※）
※その他、映像データ化やYouTubeアップロード代行などが基本プランに盛り込まれております。



〇基本プラン１本分料金 ： ¥88,000（税込）

■プラン・価格

YouTube
アップロード代行

専門YouTube
チャンネル配信

映像編集

撮影した映像を繋ぎ合わせ、
再生時間約3分の映像
になるよう編集します。

テロップ挿入

映像に説明文などの文章や
単語などのテロップを挿入
します。

BGM挿入

ご指定の音楽を挿入します。
（イメージを指示いただけれ
ば、当社一任で挿入します。）

ナレーション

商品やサービスを紹介する
プロナレーターを手配いたし
ます。

タイトル挿入

映像の冒頭に表紙映像
（ブリッジ映像）を挿入します。

データ納品に加え、
YouTubeへの
アップロードを代行します。

専用チャンネル
「TSUNAGIYA TV」での
動画配信を行います。

― 基本プラン内容コンテンツ一覧 —

〇オプション込みプラン（オリジナルディレクション）

オプション内容 価格（税別）

有線ピンマイク手配 スマホ対応の有線ピンマイク1式 4,000

撮影代行（動画・静止画ともに） 関東近郊（1都3県※）のお客様のみ撮影代行を行います。（¥/日） 80,000

素材差し替え・修正費用
4回目以降の修正や差し替えの際は、1回につき修正費用をご請求
※ナレーション別途

2000～
50000

男性ナレーションへの変更 男性ナレーターへの変更の場合、追加料金（通常は女性ナレーター） 5,000

企業ロゴのアニメーション制作 企業ロゴをアニメーションとして動作を加えます。 50,000～

背景CG制作 ご希望の内容に合わせて、背景のCGアニメーションを制作。 30000～

ナレーション原稿代行制作 必要な情報を事前にご共有の上、ナレーション原稿の作成を代行実施。 15000

絵コンテ作成 お打ち合わせのお時間をいただき、お客様のご要望に合わせた絵コンテを作成いたします。 20000

作品サイズの延長 3分を超える作品の場合、1分毎に追加料金が発生します。 200/秒

レンタル画像素材 ご希望の画像をこちらでご用意いたします。 ご相談

映像データ納品

編集した映像をご希望の
データ様式で納品いたします。

※ 1都3県：東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県とします



■TSUNAGIYAで広がる映像活用

モ
ノ
紹
介

コ
ト
紹
介

グループ

個人

事例紹介

工場紹介

店舗紹介
商品紹介

研修素材

経営者メッセージ

会社行事（式典等）

新卒採用説明会

プレゼン資料

SNS

幅広い業種と目的に応じたビジネスシーンに活用可能です。

会社案内

展示会

動画投稿サイト



社 名： 株式会社 スタッフアルファコミュニケーション

（略称 スタッフアルファ）

所在地： 東京都江戸川区西葛西6-9-12 西葛西トーセイビル4F

設立日： 1994年9月21日

資本金： 14,000,000円

事業内容： コミュニケーションサービス事業全般

イベント企画制作事業

クルーマネジメント事業

テナント運営受託事業

映像制作配信事業

デジタルコミュニケーションツール企画制作事業

ネイルアート事業（SC内に直営2店舗）

お見積り・映像に関するご質問などお問い合わせください。

03-5674-7837 sa-info@staff-alpha.co.jp
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■会社概要


