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本書の内容・⽬次

はじめに

1. 動画市場の概況と活⽤のメリット

• 急成⻑を続けている動画市場

• 購買意欲が10倍に！動画がもたらす効果とは

2. 動画マーケティングを成功に導くポイント

• 動画が効果を発揮する場⾯とは？

• 活⽤シーン①

• 活⽤シーン②

3. 「刺さる」動画制作のステップ

• 作る前から勝負は決まる！？動画制作のステップ

• 動画制作ソリューションを選ぶポイント

• プロダクション⼯程の例

4. 「刺さる動画」マーケティングの成功事例

• ブランドムービーを説明会で活⽤、応募者が238%
増加

• 製品の先端技術をムービーで可視化、海外進出の
後押しに

• ベンチャーキャピタルの世界観を映像作品に落と
し込む

5. 動画マーケティング攻略のポイント

6. サービス紹介

7. SPECTRUMの取引実績

8. お問い合わせ
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本書を読むとわかる３つのこと

はじめに

動画マーケティングの市場動向や効果がわかる

動画マーケティングの成功のポイントがわかる

「刺さる」動画制作に必要なステップがわかる

1

2
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動画市場の概況と
活⽤のメリット

Chapter 01.



4

急成⻑を続けている動画市場

動画市場

※引用：Digital Trends 2019 上半期

ニールセンデジタル株式会社

スマホの動画視聴時間は
5年で4倍に増加

動画プラットフォームは
爆発的に成長

動画広告市場は
2023年に5,000億円規模に

※引用：2019年国内動画広告の市場

調査株式会社サイバーエージェント
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購買意欲が10倍に！ 動画がもたらす効果とは

動画市場

テキストだけでなく、ビジュアルイ

メージや音といった情報も同時に訴

求できる

※視認されやすさは、静止画と比較

して4.8倍の差（Facebook調べ）

動画の情報量は
テキストの

記憶の定着率は
テキストの

動画視聴後の
購買意欲

アメリカ国立訓練研究所の研究では、

文字を読んだだけに対し動画を視聴

した場合では記憶の定着率が2倍と

なった

スマホ向け動画広告ネットワーク

「VeleT」において、プロモーション

動画の視聴者と非視聴者における態

度変容を調査した結果、購買意欲に

最大10倍の差が付いた

※静止画との比較でも3.1倍の差

（Facebook調べ）

2倍5000
倍 10倍



動画マーケティングを
成功に導くポイント

Chapter 02.
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動画が効果を発揮する場⾯とは？

成功のポイント

事業やブランドストーリーを視覚的に理解してもらいたい

複雑なサービス内容や技術をわかりやすく伝えたい

時間や場所を問わず繰り返し視聴してもらいたい

動画マーケティング成功の第⼀歩は、動画の活⽤シーンを明確にすること

CGやアニメーションなどを活⽤して興味を喚起したい
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活⽤シーン① 複雑な要素を視覚情報やストーリーで伝える

成功のポイント

会社概要やブランドストーリーを視覚的に理解してもらいたい

サービス内容や技術をわかりやすく伝えたい

●会社概要
●ブランドムービー
● IR・投資家向け説明

●事業、サービス内容の説明
●保有技術や研究内容の紹介
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活⽤シーン② 動画の特性を⽣かしたコンテンツ制作

成功のポイント

時間や場所を問わず繰り返し視聴してもらいたい

CGやアニメーションなどを活⽤して興味を喚起したい

●サービス案内

●ツールの操作マニュアル

● Eラーニング教材

●新サービスのプロモーション

●研究発表

● SNSによる宣伝活動



刺さる動画の
制作のステップ

Chapter 03.
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企画が⼤事！ 動画制作の企画ステップ

制作ステップ

動画の⽤途や狙い、どのようなターゲットに何を訴求し
たいのかを明確にします。動画コンテンツが溢れる時代
において、同業他社がどのような動画を出しているかを
知ることも重要です。

要件定義と他社事例のリサーチ

何を⽬的とした動画で、それをどこに掲載するかによっ
て、求められる尺が変わってきます。ウェブコンテンツ
から３分以内、インタビュー動画などで１０分以内であ
れば聞き⼿側の負荷が少なく視聴しやすくなります。

尺感の設定

映像の⾊合いや、⾳楽・⾳声の⽅向性を決めておきます。
また、制作した動画を掲載するためのサイト制作など全
体の設計が求められることもあります。

“クリエイティブトーン”の設定

1 3

4

ターゲットに伝わる動画制作のためには、プロダクションがひとり歩きしないことが重要
「企画」を特に入念に行うことが成功のポイント

何を、どのようなロジックや感情的な要素で伝えるのか。
伝える側からすると当たり前のことでも、視聴者側は意
外と理解していないかもしれません。その⼀⽅、情報の
詰め込み過ぎにも注意しましょう。

メッセージとファクトの洗い出し2
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動画制作ソリューションを選ぶポイント

制作ステップ

クリエイティブ品質

戦
略
性

“動く画像”

“刺さるクリエイティブ”

⼀般的な制作会社・
広告代理店動画作成

ソフトウェア

低価格
動画制作会社

クリエイティブ業界の主要プレーヤー SPECTRUMの強み

グローバル
知⾒

戦略性

作成⼒
クオリティ＆スピード

Ø 制作スタッフ全員がマルチ
カルチャー⼈材で構成

Ø 海外にCG制作スタジオ
（インドネシア）を保有

Ø CG技術の⾼いインドネシアでは、
クオリティと原価低減を同時に実現

Ø 経営コンサル出⾝者による
コンサルティングサービスを提供

Ø 様々な業界に係る知⾒や実積を
有するメンバーにより構成

Ø ⼿厚い提案内容

Ø 実写やCG動画、アニメーションの組み合わせ
による世界観の創造は、最も得意な分野

Ø クオリティを維持しつつタイトな
スケジュールや納品後の修正にも
対応可能⼀般的な戦略・経営

コンサルティング会社

⾼

低 ⾼

低

“カッコいい
クリエイティブ”

“ビジネス要件を満たした
クリエイティブ”
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動画制作の流れ

制作ステップ

w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7

企画

構成・台本

イラスト

内容をヒアリングし、「伝えたいこ
と」や「メッセージ」を固める⼯程。

「ナレーション⽂」や「字コンテ」
を作成し、ストーリーラインの具体
化をする⼯程。

各シーンを表現する「アセット」を
書いていく⼯程。構成に変更があっ
た場合はそれを反映させる

動画化
動画の尺感（⻑すぎないか等）などを
チェックする⽬的の「初校」から始ま
り、更新と修正を繰り返す⼯程。初

校
⼀
校

⼆
校

三
校
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動画マーケティング攻略のポイント

まとめ

動画は認知や購買意欲を高めやすく、市場成長が見込まれる

動画は視覚で魅力的に伝えたいシーンに効果的

動画制作はソリューションの使い分けと要件定義が重要

1

2

3



動画マーケティングの
成功事例

Chapter 04.
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会社説明会向けブランドムービーを作成。
導⼊後7ヵ⽉で⼊社希望者が228パーセント増！

実績

プロジェクトの背景

成果

⾦融業界では中途採⽤がメインであるが、新卒採⽤に重点を置
いている企業。企業の事業ドメインである⼀般的にあまり周知
されていない「IFA」に関して学⽣に理解してもらい、業界・
会社を魅⼒的に感じてもらう点において課題があり、それらの
説明に多くの時間を割いてた

お⾦や資産形成といった抽象的な概念を、⽐喩的な表現も交え
つつ、⾮常にわかりやすく、魅⼒的に表現し、⾃社のブランド
イメージ向上にも繋がる映像

株式会社Japan Asset Management
● 種別：資産コンサルティング会社
● 取り組み内容：ブランドムービー、サイト制作
● 成果物： https://www.japan-asset-management.com/

https://www.japan-asset-management.com/
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サービスプロモーション動画・サービスサイトを製作
⽶国でのサービス展開に⼤きく貢献

実績

プロジェクトの背景

成果

サービスが無形商材で且つ最先端技術を扱う商材となる為、そ
れをいかに海外のマーケットにわかりやすく訴求していくかは
⼤きな課題だと感じていた

サイトを⾒やすく整理、デザインもきちんと⽶国における最新
のテック系のデザイントレンドを踏襲。短納期にも柔軟に対応
し２週間程度でデザインを仕上げた

Cyber Security Cloud
● 種別：サイバーセキュリティサービス
● 取り組み内容：サービスサイト、動画制作
● 成果物： https://www.wafcharm.com/en/

https://www.wafcharm.com/en/
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研究成果を3DCG動画を制作し発表
科学雑誌「サイエンス」掲載や、テレビ（地上波）の科学番組で放映

実績

プロジェクトの背景

成果

研究内容の真核⽣物の誕⽣という⽣物学の⼤きな謎に迫る⾮常
に重要な研究であると確信があったが、研究を理解してもらう
ためには専⾨性が⾼い内容だった

国内外の様々な分野の研究者から講演や共同研究の依頼が次々
ときた他、さまざまな科学雑誌の編集者からも問い合わせが
あった

国⽴研究開発法⼈海洋研究開発機構
種別：研究機関
● 取り組み内容：サイエンス・アニメーション、研究発表
● 成果物： http://www.jamstec.go.jp/j/jamstec_news/20191220/

http://www.jamstec.go.jp/j/jamstec_news/20191220/
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認知拡⼤とミスマッチ低減を同時に実現
『オウンドメディアリクルーティングアワード 2021』に⼊賞！

実績

プロジェクトの背景

成果

採⽤向けオウンドメディアのを運営からの流⼊は多かったが、
受け⽫となる採⽤サイトが古く、応募者にアナウンスすべき情
報も不⾜していたためエントリーいただく⽅とのミスマッチが
多い状況であった

当初の⽬的であった採⽤に関わる必要情報の充実化は勿論のこ
と、エンタメ会社の我々も納得のデザインに仕上げ、gumiの
良さが伝わるサイトとなった。特にトップページの⼀番上に配
置している企業理念をベースにしているコンセプトムービーは
社内・外共に⾮常に評判が良い

株式会社gumi
● 種別：モバイルコンテンツ制作・運営会社
● 取り組み内容：採⽤サイト制作
● 成果物： https://gu3.co.jp/recruit/

https://gu3.co.jp/recruit/
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⽬を引くモーションロゴと動画コンテンツで、
社内から⾼いエンゲージメントを獲得

実績

プロジェクトの背景

成果

経営/事業のリーダーが、社会的課題解決に向けた志・挑戦意
欲をパーソナルな経験や想いを交えて熱く語ることで、若い世
代の社員がその姿勢に共鳴し、挑戦しようとするモチベーショ
ンを⾼める機会を創出したいと考えていた

公開して１⽇で1400PV獲得。社内⽤イントラネットに公開さ
れている他の動画よりも圧倒的にPV数が⾼く、その理由とし
て、⽬を引くモーションロゴだったり、編集のクオリティ、映
像の美しさがある。またアンケートでも、⼈柄や思いが、⽣声
として聴けてとてもよかった、関わるメンバーの声も聞けたの
が良かったなどなど…、うれしいコメントがたくさん来ている

花王株式会社
● 種別：事業会社
● 取り組み内容：社内広報向けコンテンツの作成
（インタビューコンテンツ（３０分超の動画）、モーションロゴの作成）
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SPECTRUMの取引実績

実績

企業ロゴ

企業ロゴ

企業ロゴ

企業ロゴ

企業ロゴ

企業ロゴ

企業ロゴ

企業ロゴ
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SPECTRUMが解決します！！

まずはお問い合わせください！

お問い合わせはコチラ

私たちは
“わかりやすく、興味深く”を追求した
デザインコンサルティング会社です。

✓WEBサイトで興味を惹きたい！
✓商品がわかりやすく伝わる資料を作りたい！
✓動画を作るだけでなく活⽤⽅法も相談したい！
✓ブランドイメージを変えたい・⾼めたい！

コンサルティング WEBサイト ブランディング

ムービー SNSマーケティング 各種刊⾏物


