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CIM 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.



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

CIMの４つの効果



映像コンテンツ

企画構成、カメラの種類
セットスタジオ、ヘアメイク

エキストラなど様々なシーンを想定し
予算を組み立て予算の中で

最大限のクオリティを実現します。

MOVIE　30万～

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。

WEB SITE 15万～

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

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

PHOTO　3万～

パンフレット

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～

組み合わせは自由



映像コンテンツ LPサイト制作 写真撮影

パンフレット
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LPサイト制作 写真撮影 パンフレット
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120万

80万

映像コンテンツ

LPサイト制作

写真撮影

パンフレット

100万

組み合わせ例



ETERNA TRANSPORT Co.,Ltd.

まずは、下記まで何でもご相談ください。

【TEL】 092-707-3274
【MAIL】info@eternatrans.co.jp


