
映像に 
イノベーションを。

 ①概要＆サービスのご紹介
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INNOVATE MOTIONS は、 

映像（実写、アニメーション）の企画から撮影、編集までを 

一括して行う事ができるサービスを展開しております。 

 
私達は、5Gが普及していく中で 

「映像は見てもらえなければ、ないのと同じ」 

と思っています。 

そして、ターゲットとなる層の人達が見て始めて、 

映像は存在価値があると言えます。 

 
ブランドの方向性と、 

視聴者の方が見てどう思うのか？を軸に考え 

大胆であり尚且つシンプルな映像を演出致します。

INNOVATE MOTIONSとは？
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島田 将平
フリーランス映像クリエイター

使用機材 

LUMIX DC-S1,ZCAM E2M4 ,LUMIX GH5 
LIBEC TH-X, LIBEC 650EX 
TASCAM DR-600mk2 SYNCO D2  
RODE VIDEOMICRO PRO, LARK150 
AMARAN D100  
LIBEC TH-G3 
DJI A2S      etc 

使用ソフト 

Adobe After Effects  
Adobe Premiere Pro 
Adobe Photoshop 
Adobe Illustrator 
Davinch Resolve Studio  
Cinema 4D 
Blender        etc 

イントロダクション02

Shohei Shimada

経歴・プロフィール
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近年、動画の発展は目覚ましく、 

5Gで多くの動画が見られる時代がやってきています。 

しかし、一方で数多くの動画が日の目を見ず、 

全く見向きもされない時代もやってきています。 

INNOVATE MOTIONSでは、 

届いて欲しいお客様に的確に動画を届けること 

そして、的確に想いを伝えることを意識し、 

映像制作だけではなく、 

100%ご満足頂けるようなサービスを提供してまいります。 

INNOVATE MOTIONS 

住所：〒150-0001 
東京都渋谷区神宮前六丁目23番4号　高野ビル2階

単身ロサンゼルスに渡米し、 

映像制作を学びながら、MVやドキュメンタリーの制作を精力的に行う。 

日本に帰国後はミスユニバースジャパンのオープニング映像等を担当 

現在は美容、イベント、演劇、語学関連など、 

多岐に渡るジャンルの動画を制作しており、 

領域も企画構成、撮影、編集、モーショングラフィックス作成などを 

マルチにこなす一方、過去に編集ソフトに挫折した経験等から、 

「初心者でも挫折しない分かりやすいレッスン」をモットーに 

中学生から高齢の方まで映像撮影、編集方法を教えるなど、 

精力的に活動している。 



INNOVATE MOTIONSの強み 4

01 02 03
映像制作の工程を一貫して 
お任せすることができます

1人または少人数で 
制作を行うのでコストの削減に

誠実な対応と 
素早いレスポンスで満足度は満点

映像制作の撮影はもちろんの事、 
企画、構成、編集、モーショングラフィックスなど 

必要な工程をワンストップで 
行うことが可能です。 
（もちろん撮影だけ、 

編集だけというのもOKです） 

よくクライアント様から 
「なぜそんなに安いんですか？」と 
聞かれることがございますが、 
答えは少人数の為です。 
最小限の人員で 

質の高い映像を制作します。

誠実な対応などを心がけており、 
某クラウドソージングサイトでは、 
おかげさまで満点の評価を頂きました。 

（約50件ほどで5.0の評価） 
100%満足して頂けるよう、 

努めております。

OUR STRENGTH



申し込みから納品の流れ 5

ステップ０0 

ご相談のヒアリング 
制作したい動画についての 
納期、料金などお見積りを 
お出しいたします。

ステップ０1 

契約 
条件など 

合意いたしましたら 
契約書を交わします。

ステップ０2

ヒアリング
撮影スケジュール 
動画の中身について 
話し合います。

ステップ03

企画・構成案
ヒアリング後 

　ストーリーボードを制作 
クライアント様に提出

ステップ04
構成修正、撮影準備
修正点などある場合 
修正します。 

また、撮影の準備を 
行います。

ステップ05
撮影

構成に沿って 
　　撮影を行います。

ステップ06
編集

　　　　　撮影した素材 
　　　　　＆提供素材を 
　　　　編集致します。

必要に応じ 
ナレーション収録

ステップ07

第一稿提出

編集した動画の 
　第一稿を提出し、 
　修正を重ねます。

ステップ08

最終納品

動画の制作が完了し、 
納品月末に 

請求書を送ります。

約１週間 約１週間

約1～２週間 約1週間約1週間

必要に応じ 
キャストも 

こちらで手配可能です。

内容にも若干左右されますが、ステップ0からステップ8まで、1ヶ月～１ヶ月半ほどお時間を頂いております。
（希望納期などございましたらご相談ください。）

修正は3ターンまで

契約書の締結 お見積りのご送付

納品月末に請求書をご送付、翌月末にお支払いをお願いしております。

お申し込みから納品の流れ
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サービスのご紹介

　　

　　　　　　　　・映像制作サービスはAからCまで、Dは映像講師やコンサルのサービスとなっております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　単体でご選択頂くか、複数ご選択頂くかはお客様がお選びいただけます。 

例）A-1の企画、A-2 の構成と、B-１のインタビュー撮影を選択の場合 
A-1= 10,000円 　A-2＝20,000円　B-1=30,000円 　　合計で60,000円（税抜）＋撮影の交通費

・料金などご納得頂けますよう、事前にお見積りをお送りしております。 
　原則お見積り以上の料金は発生致しませんが、状況によりご相談させて頂く場合がございます。 
（想定以上の工数および、想定していない事が発生した場合につきましては、ご相談させて頂く場合がございます。）

・ナレーション、キャストの手配もスタジオの手配も可能です。（要相談）

・映像制作サービス（AからC）につきまして、お支払い頂く料金につきましては、 
   お選び頂いたサービスの合計＋交通費＋キャスト代などの諸費用となります。(Dに関しては、●ページ参照）

・撮影、編集（メニューB、C）につきましては、一日ごとの料金となっております。 
（編集には修正にかかる日数も含めております。（編集の修正は３ターンまでとなります。））



サービスのご紹介　A：構成（ストーリーボード制作） 7

構成 
（ストーリーボード制作）A-2

作業量：20,000円（税抜）
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　　　　　　　　ヒアリング後に映像の構成を考え、 
　　　　　　　　ストーリーボードを制作します。 
　　　　　　　　3回まで原則修正いたします。

企画（企画書の作成、提出）A-1

作業量：10,000円（税抜）
　　

　　　　　　　　ヒアリングを行った上で企画書を作成し、 
　　　　　　　　提出いたします。

企画構成サービス内容・料金A



サービス内容のご紹介　B：撮影 8

B-1　 B-2　　　¥30,000 ¥20,000 B-3 ¥30,000
　　講演動画収録

撮影サービス内容・料金B

YOUTUBE・SNSブランディング・プロモーション

※記載している金額は1日毎となります（税抜）。一日に撮影を何本も入れても、同じ金額です。
※カメラは3台まで用意することが可能ですが、2台からは、追加毎にプラス5,000円とさせて頂きます。
※その他記載のない撮影も可能でございます。お気軽にご相談ください。
※記載している料金は撮影のみの料金です。また撮影パッケージが重複する場合は高い方（要相談）となります。

B-6 ¥40,000
　　ドローン撮影

B-４ ¥30,000
　　採用動画・インタビュー動画

B-5

　　ミュージックビデオ撮影

¥30,000
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編集サービス内容・料金C

C-1 ¥25,000
　　カット編集＋色、音調整＋テロップ

※記載している金額につきましては、1日ごとの料金となります。（税別）
※修正にかかる時間も工数に含まれております。3ターンまで料金はかかりません。

目安：尺３分以内＝2日～3日

¥30,000

　　目安：尺1分以内＝3日～4日

C-2 ¥20,000
　　テロップ入れ、文字起こし

目安：尺３分以内＝1日

C-3 ¥20,000
　　他メニューで制作動画の編集

テロップ多数（10ヶ所以上）＋5000円 撮影などに加え編集を選択した場合

C-4 ¥30,000
　　ビジネスアニメーション動画

目安：尺３分以内＝3日～4日

C-5 ¥25,000
インフォグラフィックス動画

目安：尺３分以内＝2日～3日

C-6 ¥20,000
　　オープニング動画

目安：約3日

※ 企画構成撮影のいずれかを一緒に選択された場合の実写の編集はC-3となります。（テロップ多数でも料金は同一）
※メニューが重複する場合は要相談となります。

サービス内容のご紹介　C：編集
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映像講師、コンサルサービスD

D-1 ¥3,000
　　映像講師

D-2 別資料参照

　映像内製化支援

D-3 ¥5,000

　　映像コンサル

サービス内容のご紹介　D：映像講師、コンサルサービス

オンライン、または対面で 
お会いし、映像ソフトの使用方法もしくは 
映像制作の事などを1時間レッスンする 

サービスとなります。 
1ヶ月でご契約頂くと、 

chatworkでチャットが無制限で可能です。 

※1時間ごとの料金となっております。

¥5,000
　　オンライン

対面

「会社の人材をクリエイター化する」ことを 
目的とし、定期的に会社で映像制作方法を 

教えながら、会社の人材で 
映像が作れるようにするサービスです。 

詳しくは、別資料に 
詳細を記載しております為、 

shimada.shohei@videocreator.bizまで 
資料のご請求をお願い致します。 

youtubeを始めたけど、これで良いのか？ 
どうしたらもっと見やすくできるのか？ 
もっとターゲットの人に見てもらえるように 

するにはどうすれば良いか？等 
経験を基にアドバイス致します。

※1時間ごとの料金となっております。

mailto:shimada.shohei@videocreator.biz
mailto:shimada.shohei@videocreator.biz
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主な実績
 その他の実績、動画のご視聴につきましては、 

　　　　　　　　　　　　　お手数ではございますが、右のQRコードからアクセスをお願い致します。

ミスユニバースジャパン決勝オープニング 
（撮影、編集）

古塔つみ×江戸浮世絵木版画 
「私は「絵師」になりたい」 

（撮影、編集）

e-ALPHA 商品紹介動画 
（企画、構成、撮影、編集）

CBD OIL＋商品紹介動画 
（企画、構成、撮影、編集）

湘南ゼミナール様主催河合塾マナビス 
ブランディングムービー　※ 

（撮影、編集）

ちきり清水商店様 
　ブランディングムービー　※ 

（撮影、編集）

　株式会社ITSUDATSU様 
　KANAME利用者インタビュー 

（撮影、編集）

空廻 × Auto&mst／Waterfall 
   - With Words Ver 
（構成、撮影、編集）

※Coalition 株式会社様 ご提供案件
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・ご不明な点、ご要望などございましたらお気軽にお申し付けください。

・継続的にご依頼いただける場合は、値引きさせて頂きますので、 
　その旨お申し付けください。

・メニューにないお仕事内容でも可能である場合がございます。 
　融通の利くサービスを提供し続けたく存じますので、ご相談頂けますと幸いです。

わざわざお時間を割いてご覧頂きありがとうございました。 何卒よろしくお願いいたします。


