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取材力 × デジタル 

映像力無限大∞ 

映像起点からの課題解決 
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「WebメディアやSNSなどで動画コンテンツを活用したい」 
「リモートになったイベントで、リアル以上の効果を上げたい」 
「社内の意思疎通やモチベーションアップに繋がる動画を作りたい」 
 
今、多くの企業からそんな声が聞かれます。 
しかし、動画制作のスキルが無い、どうすれば効果を上げられるのかわからない、というケースも多いのではないでしょうか。 
 

日経映像は数多くのTV番組、特に経済ドキュメンタリーの制作を通じて企業の特徴や課題を映像化し、 

視聴者に分かりやすく伝えるスキルを培ってきました。 

その経験に、コンピューターグラフィック、VR、AR、などの最新技術プラスして、 

映像の企画から配信までワンストップでご提供。 

企業の抱える課題を一つ一つ、解決するための答えを見つけていきます。 
 

企業の課題を 豊富な経験と映像演出力で 
企画から映像配信まで ワンストップで解決 
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映像の企画から配信まで ワンストップで ご提供します 

課題のあぶりだし 
目標の設定 

STEP
1 

STEP
２ 

最適な企画をご提案 

・ブランディング動画で企業価値を高めたい 

STEP
3 
撮影/編集 

目標をクリアできる内容となっているか 
お客様と確認しながら進行 

イベント配信 

 
・価値をきちんと伝える製品紹介をしたい 
・社風にあった人材を集めたい 
・社員のモチベーションを高めたい 
・効果のある社内イベントを開催したい コンピュータグラフィック 

VR / AR 

配信 

STEP4 

配信プラットフォームご提案 
ホームページ制作 

STEP5 

成果 

社内イベントで社員の意思統一が図れた（事例１） 
動画を見た新人スタッフたちの目の色が変わった（事例２） 
テレビCMで企業価値を高めることができた（事例３） 
直感的な動画で、サービス紹介がスムーズに伝わった（事例４） 
精細なCGで、商品の魅力を最大限に伝えられた（事例５） 

経済番組制作のノウハウ 
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コロナ禍で社内イベントがリアル開催できず、全社員が参加するオンラインイベントとして開催する事に。 
様々な部署にいる幅広い年齢層の社員たちに、経営状況のメッセージを飽きさせずに見せる事が出来るのか？ 
全国に広がる営業店とその社員9000人に向け、 3時間半に及ぶイベントを途切れることなく、ライブ配信することが出来るのか？ 
テレビ東京で放送している「カンブリア宮殿」の制作スタッフに声が掛かった。 

テレビドキュメンタリー × 実績ある配信 の制作体制 

司会は元NHKの住吉アナウンサー、VTRのナレーションはカンブリア宮殿のナレーターを起用するなど、テレビ番組と同じようなつくりに。 
また特別ゲストとしてジャパネットの創業者である高田明氏が出演するなど、飽きさせなく、楽しい演出を心掛けた。 
そして、配信には日本経済新聞社の映像ポータルサイト「日経チャンネル」を中心に年間200件以上の動画配信を手掛けているチームが
様々なケースを想定したテスト・リハーサルを重ね、万全の体制で本番に臨んだ。 

イベントは１５本のVTRを交えながら、3時間半、全国に途切れることなく配信された。 
後日ライブ配信を視聴した社員へ行ったアンケート結果では、９８％の社員が非常に良いイベントだったと回答、 
社員がこれまで知らなかった情報を共有できた事で、社内の一体感が醸成できたと、経営陣からも高評価を得た。 
優秀社員の表彰や取り組みが中心だった今までのイベントよりも、経営陣からのメッセージを分かりやすく伝える事ができたという意見も。 

社員の意思統一が図れた 
社内イベント生配信  AIGジャパン様 （３時間半） 

3時間半に及ぶ経営状況のメッセージを9000人に、飽きさせずにライブ配信できるのか？ 

９８％の社員が非常に良いイベントだったと評価した 
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 手本となる姿をリアルに捉える 

動画を見た新人スタッフたちの目の色が変わった 
スタッフ教育用動画  おやつタウン様 （９分４７秒） 

「接客未経験者に“おもてなしの心“を養って欲しい」 

「おやつタウン」は、“ベビースターラーメン”で知られる株式会社おやつカンパニーの関連会社「株式会社おやつタウン」が運営する
アミューズメント施設（三重県津市）。 
スタッフは地元の主婦や学生で、接客業は初めてという方がほとんどでした。 
「おもてなしの心」はマニュアルや口頭での指導ではなかなか伝わらない。そこで映像の力を使って「笑顔と思いやり」の 
大切さを新人スタッフに伝えることに。 

モデルを使ったマニュアルビデオでは、「学べる」けれど「身につかない」と考え、手本となる 
スタッフの姿をドキュメンタリー的に捉える手法を採用。 
理想とする行動を「してもらう」のではなく、あくまでそんなシーンが現れるまで「待つ」ことを 
心掛けました。これにより、想定外の事態が発生した時の臨機応変な対応、ゲストの心の動きを 
捉えることができ、見る人によって学ぶポイントが違う動画になりました。 
これは、ドキュメンタリー番組を数多く制作してきた制作チームならではの発想でした。 
 
制作後、クライアントからは 
「スタッフに伝えたかった事が全部入っている」という評価 
を頂きました。 
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企業価値を高めることができた 
テレビCM  日立物流様 （30秒・15秒） 

日立物流が目指すDX戦略。それは、今まで以上に物流機能を強化し、お客様に付加価値の高いサービスを提供 
すること。更には、物流事業を通じて集められたビックデータを多業種に亘るビジネスパートナーが持つ 
データと掛け合わせ活用し、社会課題をも解決する新たなビジネスを生み出すこと。 
このまだ誰も知らない新たな領域へ挑戦している事を、今までにない表現・世界観で描いたCMを作りたい。 

イメージを伝えるだけでは終わらないCMを作る、をコンセプトとして、 
日立物流のDX戦略を１つの物語として捉え、ストーリーを持たせることで 
日立物流が目指す未来を印象づける演出を行った。 
物語のテーマは、「めくられる未来のページ」。日立物流の「未知に挑む。」物語を全編フルCG 
で表現することに。 
本のページをめくるたびに現れるスマートな都市のイメージの中に、未来に向けた課題と、それ
を解決するためのソリューションをタイポグラフィックスで印象的に配置。その中を貫いて走る
日立物流のトラックを常に動きのある視点でダイナミック捉えていたカメラは、ついに「誰もみ
たことのない未来の世界」へ。 
 
その先の未来や物語の続きを、「この会社と一緒に見てみたい」と、 
感じていただけるCMに仕上げ、社内外から高評価を得た。 

▲動画URL 

「未知に挑む。」日立物流のDX戦略を視覚的に表現したい 

イメージを伝えるだけでは終わらないCMを作る 
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日立物流が提供するB to Bサービスのローンチにあわせ、同時に公開されるWEBサイト上で視聴できる動画の 
制作を依頼される。 
クラウドサービスで、ローンチ前のため実写で見せられるものがない中、サービスを端的に分かりやすく紹介 
することが求められた。 

伝えたい情報をわかりやすい図案で印象的に伝える手法、インフォグラフィックスを採用。 
シンプルかつフラットなデザインで、情報やデータを視覚化。アニメーションで、より、わかり 
やすく、そして、テンポよくまとめることで、サービスのスマートさを演出。 
またWEBサイトとの親和性も図れた。 
 
 
人間の思考に寄り添った流れとリズム感のある情報提供で、 
「スッ」と腹落ちする映像にまとめ上げた。 

直感的な動画で、サービス紹介がスムーズに伝わった 
サービス紹介動画 日立物流様  

▲動画URL 

実写不可能なサービス内容をローンチにあわせ、分かりやすく紹介する動画を作りたい 

伝えたい情報を分かりやすい図案で印象的に 
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自社で製造している部品を使ったスマート照明の発売に合わせ、プロモーション用の映像を制作することに。 
部品の実物を見せる事は出来ないが、どんな部品を使ってこの照明を製造したかを伝えたい。 
そしてどんな特徴があるスマート照明なのかを広めたい。 

どんな部品を使ってスマート照明をつくっているのかを伝えるため、製品分解図のCGを制作。 
シン・ゴジラなどのCGを担当している「白組」と協業で製作した事で、 
自社で製造した部品を使ったという特徴をうまく表現。 
その他、工場などでは、一般的な撮影に加え、出来るだけ見た事がないアングルでの撮影など心がけ、 
映像の幅を広げている。 

クライアントからの信頼を得る事ができ、継続的に動画を制作している。 継続的に制作する事で、 
担当するスタッフが 事業内容を把握 、企業側が一から説明がしなくても、その意図を理解して制作を 
進めることができるため、効率的に進行ができている。また撮影時は、事業内容を理解したカメラマンが 
専任として撮影を行うことで、安心して現場を任せて頂き、信頼関係が構築されている。 

精細なCGで、商品の魅力を最大限に伝えられた 
製品プロモーション動画 ミネベアミツミ様 

▲動画URL 
部品の実物を見せずに、製品のプロモーション動画を制作できないか？ 

製品の分解図をCGで製作 
シン・ゴジラなどのCGを制作している「白組」との協業で、部品の詳細を表現 

クオリティの高い映像が評価され、その後も製品プロモーションや会社案内など制作 
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日立物流は、海外各国に多数の拠点を構え、グローバルに事業を展開。各拠点で特長的な輸送を行っている。 
この取り組みを2020年12月オープンのLOGISTEED CAFE内270°シアターで見せる映像として作り上げ、社外のみならず、社内に
も 
印象付けたい。CMの世界観をそのままショールム用にスケールアップさせたい。 

Withコロナという社会的背景、CMで描いた「めくられる未来」の物語との地続き感を意識し、映像はフルCGで制作。 
世界を縦横無人に走る日立物流のトラックのコンテナが、ある時は、貨物列車、またある時は、貨物機や 
貨物船によって運ばれ、社会インフラを世界を股にかけダイナミックに支える様をビジュアル化した。 
 
ストーリーのはじまりと終わりには、未来の物流のありようを予見させるスペーストラックを配し、 
SF映画のようなエンタメ性があり、ダイナミックで分かりやすいシアター映像に昇華。 
 

 
シアター映像  日立物流様 
日立物流のグローバル戦略を、潜在顧客はもとより社内にも周知したい 

世界各地の主要拠点での主要サービスが一目で分かる映像づくり／実写では表現できない映像をCGで 
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過去の制作実績 
 日経映像は日本経済新聞社グループの映像制作会社で、 

大手から中小企業、ベンチャー企業まで国内外の企業1000社以上を取材した豊富な実績！ 

プロモーション PR 映像、 CM 

NTT データ／ SMBC日興証券／オリックス／グリーンハウス／佐川ホールディングス／JAXA／商船三井／信越化学工業 
シンフォニアテクノロジー／西武ホールディングス／ダイキン工業／大和証券／東武鉄道 ／ニッポンレンタカー／みずほ証券 
メットライフ生命／リョービ／綿半 ホールディングス など（五十音順） 

教育・研修・学校関連 
インターリスク総研／NTT コミュニケーションズ／学芸大学附属高等学校／共立女子学園／クオレ・シー・キューブ 
上智大学／女子美術大学／大東建託／東京理科大学／三菱UFJ フィナンシャルグループ／横浜雙葉学園 など（五十音順） 

医療関連 

MSD／慈恵医大病院／武田薬品工業／中外製薬／ テルモ／日本泌尿器科学会／ノバルティスファーマ など（五十音順） 
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番組制作実績 
 地上波のテレビ東京をはじめとする民放各局からBS・CSにわたり数多くの経済情報番組や、 

美術芸術系番組、ドキュメンタリー番組などをてがけています。 

テレビ東京 
「日経スペシャル ガイアの夜明け」／「日経スペシャル カンブリア宮殿」／「Newsモーニングサテライト」 
「ワールドビジネスサテライト」／「新美の巨人たち」／「生きるを伝える」／「知られざるガリバー」など 

BSテレ東 
「日経ニュースプラス9」／「日経モーニングプラスFT」／「日経プラス9 サタデーニュースの疑問」 
「教えて！ドクター 家族の健康」／「日経スペシャル 私の履歴書」など 

日経CNBC 
日本経済新聞社とテレピ東京・CNBCアジアが共同で運営する経済専門チャンネルで、日経映像はその制作・技術を担当してい
ます。日経と米国ＣＮＢＣおよびＣＮＢＣの提携先であるダウ・ジョーンズ社から提供される グローバルなニュース、情報を
盛り込んだ番組を通じて、マーケット・ビジネス関連情報を幅広く提供しています。 
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制作料金（参考） 
制作料金（参考） 

コンテンツ尺（３分程度） 撮影1日                 １００万円〜 
コンテンツ尺（７分程度） 撮影2日～3日／CG制作          ３００万円〜 
コンテンツ尺（１０分程度） 撮影4日～6日／CG制作／ドローン撮影など                ５００万円
〜 
オプション料金（参考） 

LIVE配信 アーカイブ配信                              ３０万円〜 
AR・VR                        ５０万円〜 
多言語対応など                      ３０万円〜 
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スケジュール（参考） 
撮影前 準備 

ヒアリング／構成案作成        ２～３週間 
ロケハン／撮影準備        １〜２週間 

撮影後 

オフライン編集／試写              ２週間〜３週間 
仕上げ／本編集／MA         １週間前後     

打ち合わせ開始からおよそ1か月半～２か月で納品 

【問い合わせ先】 
株式会社日経映像 TEL  03-3639-2901（代表）        
https://www.nikkeivi.co.jp/contact.html 
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作っているのは、感動です。 

©  ️2021 Nikkei Visual Images. 
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