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映像系コンテンツ企業×異業種企業のコラボレーションセミナー 
ものづくり活性化 × 商売繁盛の鍵は 

地域映像コンテンツとソーシャルメディア活用	
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中小企業が 

映像活用するのは 

ムズカしい	

2 



それってホント？	

3 



たしかに、これまでの 

テレビ主流時代は 

お金がかかりすぎた	

4 



だけど、これからの 

ネット主流時代には 

大いにチャンスあり	

5 



その答えは…	

6 



映像コンテンツ企業 

× 

ものづくり＆販売業	

7 



これまでの映像活用の常識	

お金がかかりすぎるよ 
特別な人材とスキルが必要でしょ 
だから大企業じゃなきゃムリ 
個人向け小売業ならいいけど（商品多いけどね） 
うちは法人向けの加工業だし 
工場だって小さいし ３Kな現場だし 
見てくれる人なんていないでしょ 
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映像活用型経営：７つの着眼点 
これまでの常識にとらわれない戦略と情報発信を	

１　自作×型×異業種連携×地域連携で安く上手に作成 
２　社長・後継者・オタク社員×異業種連携で人材育成 
３　むしろ中小企業こそ、ネット映像ゲリラになれる	

４　個人向け小売業は、工夫次第で映像量産	

５　法人向けの下請け工場こそ一映像入魂で 
６　小さい工場の職人の手仕事こそ感動を呼ぶ	

７　クチコミ活用で、多くの人より 買う人に見てもらう 
ー＞違いがわかる人に感動を＞オンリー１経営 
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論より証拠 

動画事例を	
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事例１ 

個人向け小売業 
（消費材メーカー）	
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セイコーの公式ページ	

12 http://www.seiko-watch.co.jp/p_search/detail/do.php?no=SARW011 
	



WATHCH TANAKAの販売ページ	

13 http://watch-tanaka.shop-pro.jp/?pid=69297154 
	



一目瞭然	

14 



WATHCH TANAKAに学ぶヒント 
ものづくり×販売業編	

１　商品をモデルにすれば、ギャラ不要、時間無制限 
２　　　　　　　〃　　　　　　　　背景やセット不要 
３　小さな商品なら　スタジオや特別な機材不要	

４　お客様が見たい「こだわりどころ」を とことん見せる 
５　一度、「原型（シナリオ×見せ方）」ができれば量産可 
６　主力商品はすべて動画にしている（在庫はもたない）	

７　Youtubeを使っているので動画保管×配信無料 
->動画 1370本+ 登録 1万人+ 再生 1100万回+ 
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WATHCH TANAKAに学ぶヒント 
映像コンテンツ企業系	

１　商品をモデルにすれば、絵コンテやシナリオ簡単 
２　小さな商品なら、自社スタジオや出張で対応可能 
３　撮影はクライアントに教え、編集・配信に徹するも可	

４　お客様が見たい「こだわりどころ」を知ることが鍵 
５　「原型（シナリオ×見せ方）」づくりで低価格×量産 
６　ネット通販代行とパッケージ販売も可能 
７　Youtube×ソーシャルメディア×通販ASPで廉価提供 
->月会費ビジネスにすれば 事業安定×拡大可 
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事例２ 

法人向け製造卸 
（素材メーカー）	
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カイハラの公式ページ	

18 http://www.kaihara-denim.com/company/message.html 
	



日本発ものづくり提言プロジェクトの動画	

19 http://www.youtube.com/watch?v=94FiHKSHQlw 
 
	

http://www.youtube.com/watch?v=zptYcflRjyo 
	



以心伝心	

20 



日本発ものづくり提言プロジェクトに学ぶヒント 
ものづくり×販売業編	

１　社長と職人がモデルなら、ギャラ不要、想いは伝わる 
２　工場や店舗が　　〃　　　　背景やセット不要でリアル 
３　商品がなくとも　設備と職人で高品質を伝えられる	

４　工場見学（機密開示）せずに「こだわり」を見せられる 
５　一度作れば、何回でも、どんな場面でも、長く使える 
６　Youtubeを使っているので動画保管×配信無料	

７　ネット以外にも、商談やイベントでも活用できる 
->プロの信任が高まり、社員の営業力と意識UP 
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日本発ものづくり提言プロジェクトに学ぶヒント 
映像コンテンツ企業編	

１　社長と職人へのインタビュー>キーワード発掘が大事 
２　工場や店舗で、絵になる場所探しのロケハンが大事 
３　プロが目を見張る設備と職人の技をピックアップ 
４　ただし工場が見せたくない機密にも配慮する 
５　動画の活用法やプレゼン法も伝授（事例セミナー） 
６　ソーシャルメディアや法人マッチングのコンサル	

７　顧客経営者が出資パートナーになる可能性も 
->知見と人間力高まり、事業パートナーも発見 
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事例３ 

法人向け部品製造 
（外注加工）	

23 



アキモク鉄工の公式ページ	

24 http://www.akimoku-iw.jp/factory01.html 
	



Earth Voice Café の動画	

25 
http://www.youtube.com/watch?v=hYF1y4UXouM 
	



時短簡明 
(感銘）	

26 



Earth Voice Café に学ぶヒント 
ものづくり×販売業編	

１　社長と職人モデルも、モノクロの静止画なら絵になる 
２　工場や店舗も、モノクロの静止画なら絵になる 
３　設備を動かさなくとも　言霊で高品質を伝えられる	

４　短くてOK。詳しいことは面談や工場見学へつなげる 
５　初面談やプレゼンのオープニングにぴったり 
６　メールの文末にリンクを貼って、見てもらう 
７　社員のリクルーティングにも使える 
->安価な動画で、短時間に簡便に自社をPR 
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Earth Voice Café に学ぶヒント 
映像コンテンツ企業編	

１　社長と職人のキーワードをテロップで見える化 
２　工場や店舗の絵になる静止画でストーリー化 
３　２分弱の予告編版と、10分の詳細版のステップ 
４　地域ごとに共通のテーマと、共通のBGM 
５　地域映像コンテンツを共用して低価格×高品質化 
６　個別企業に営業ではなく、自治体や団体が顧客化	

７　自社のYoutubeやサイトも充実していく 
->生産性と営業力が高まり、自らブランド化 
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Youtubeにて 

久米繊維と 

検索すると	

29 

http://www.youtube.com/results?search_query=
%E4%B9%85%E7%B1%B3%E7%B9%8A%E7%B6%AD&sm=3 
	



「久米繊維」の動画検索結果に学ぶヒント	

１　10分の長い動画も、ちゃんと見てくれる 
２　法人取引希望のプロほど、長い動画をよく見る 
３　プロに頼む動画と、自分たちで作るスライドショー 
４　イベントがあるたびにスライドショーを作る 
５　パートナーや友人がアップしてくれた動画も多い 
６　気がつけば1000本近い膨大な関連動画 
７　アクセスよりも多彩なキーワードの動画を増やす 
->基本の動画＋自作のイベントスライドを蓄積 
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環境×文化→砂浜美術館Ｔシャツアート展	

私たちの町には	

美術館がありません。	

美しい砂浜が美術館です。	

毎年５月の連休に、四万十川のほとり	

高知県黒潮町の砂浜に	

1000枚を超える自作デザインの	

Ｔシャツが舞います	

▼砂浜美術館Ｔシャツアート展	 
http://www.sunabi.com/　
http://www.ashita.or.jp/kh/k39su1/k39su102.htm	 

http://www.t-tat.or.jp/fm/kouti/sunahama.htm	 
http://allabout.co.jp/fashion/tshirt/closeup/CU20030307/	 
http://allabout.co.jp/fashion/tshirt/closeup/CU20040305/	 

http://www.youtube.com/results?search_query=%E7%A0%82%E6%B5%9C%E7%BE%8E%E8%A1%93%E9%A4%A8&sm=3 

	



これからは 
観光地域づくり 

が面白い 



2 1 世 紀 
世 界 は 
日 本 化 
す る ！ 



2 1 世 紀 
日 本 は 
墨 田 化 
す る ！ 



墨田区でさえ	

できたことは	

みなさんなら	

もっとできる	



36 

東京スカイツリーと葛飾北斎の街 
街の魅力を見える化×コンテンツ化×ゲーム化	
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す み だ モ ダ ン / 地 域 ブ ラ ン ド 戦 略	
h t t p : / / s u m i d a - b r a n d . j p /	

 

東京スカイツリー『ソラマチ」に「すみだ まち処」オープン	

http://machidokoro.com/ 
	 墨田区ものづくり社販ネット計画	



一般社団法人　墨田区観光協会	

38 

一般社団法人 墨田区観光協会	
http://www.kanko-sumida.com/	

	

地元企業人３人を発起人に設立 
理事長は教育にも熱心 
観光の要となる企業人が理事 
伝統工芸士、銘品名店も参加 
ブリッジパーソンを事務局長に 
民間出身の専門プロデューサー 
フィルムコミッション 
民間企業やNPOと連携 
ビジネスもできる観光協会 
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墨田区の100人動画化プロジェクト 
Tokyo Downtown Cool ×　路地裏まち歩き	

Earth Voice Café と 観光協会コラボ 
地元在住の若手映像作家が制作 
同じ型と音楽に墨田の職人物語を 
墨田区観光協会→商工会議所会員 
格安で制作して受益者＝企業負担 
まち映像プロデューサー講座で自作も 
完成した動画は公的私的に有効活用 
まち歩きのコンテンツに活用 

Tokyo Downtown Cool–Sumida  
http://www.youtube.com/tdcsumida 
 



フィルムコミッションと100社動画化計画	

40 墨田区観光協会／まち映像プロデューサー講座 
http://visit-sumida.jp/TokyoDowntownCool//tabid/257/Default.aspx 
	

墨田区観光協会／フィルムコミッション 
http://visit-sumida.jp/filmcommission/tabid/247/Default.aspx 
	



41 

墨田区では「ものづくりイベント」が大賑わい	

http://www.smallmakers-show.com/ 
	

http://www.sumifa.jp/ 
	

http://www.higashin.co.jp/topics/
2013/businessfair2013.html 
	



42 http://01.ips.fdinet.fujifilm.co.jp/9993959799/ 
	

工場＆職人めぐりツアー企画で画像収集とクチコミを	



墨田区女子会の力＞小高朋子さんの発信	

文化服装学院＞アパレル 
ジュエリー・染め物自作 
お酒・魚醤・発酵食品 
秋田ブロガーツアー 
日本発ものづくり提言 
大地の芸術祭メディエーター 
墨田まち映像プロデューサー 
伝統工芸師や蔵元の動画 

43 

https://www.facebook.com/tomoko.kotaka 
	http://ameblo.jp/kokoto122/ 
	http://www.youtube.com/watch?v=OTlR3zkyf2M 
	

第８回 JTB交流文化賞 最優秀賞 受賞 
http://www.jtb.co.jp/chiikikoryu/koryubunkasho/08/bunka_04.asp 
	



墨田区を	

２４時間３６５日	

まち歩き×宝さがし	

観光ゲームシティに！	



東商墨田支部／すみだ一押し！	

45 
http://www.sumida-ichioshi.com/ 
	



すみだガバナンスリーダー養成講座２期生　成果発表会 
すみだのまちづくり応援ムービー上映＆交流会	

46 

https://www.facebook.com/events/1395649087369575/1395657304035420/ 
	



ケータイ国盗り合戦／墨田区×葛飾区商店街	

47 
http://www.sumida-ichioshi.com/ 
	



◆すみだ観光IT視察ツアー　　　　　　　　　

観光におけるIT活用の現場を、その運用（場所、人）も含めて、ご紹介する 
視察ツアーを企画する。全国の行政、議会、商工会議所、商店街など、全国に
向けてツアーを提案し、募集する。 

「観光IT活用といえば“すみだ”」 
※場所とツールの紐付けは、イメージであり、実際とは異なります。	



なぜ「地域連携」で映像コンテンツづくり？	

１　どんな良い地域ブランドも情報発信なくして販売なし 
２　原型作りと受注一本化で、高品質×低価格の映像 
３　相互リンクとクチコミで、検索順位と集客力を向上 
４　信頼とブランド強化でリアルやネットへの共同出店へ 
５　映像向きの地域イベントを共同で開催 
６　地域イベントの写真や動画を相互活用して集客 
７　地域＆ネットの集客を増やせば誰もが幸せに 
->個性を生かしつつ 大企業以上の発信と集客を 
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ユーザー・アフィリエイターからのＰＲ	

顧客	

YouTube	

顧客	

SNS	

顧客	

クチコミ	

顧客	

ブログ	

地域関連企業からのＰＲ	

地元NPO	

ブログ	

地元企業	

Facebook	

地元NPO	

YouTube	

観光協会	
WEB/YouTube	

ニュース	
メルマガ	

地元企業	

YouTube	

映像企業など	
法人パートナー	

YouTube	
メルマガ	

社員	

YouTube	

T-galaxy.com	
YouTube	

ニュース	
メルマガ	

経営者会報	

ブログ	

久米繊維からのＰＲ	

社員	

ブログ	

社員	

Facebook	

店長	
YouTube	
ブログ	

商工会議所	
WEB/YouTube	

ニュース	
メルマガ	

携帯	
オークション	

メルマガ 
	

久米 信行　nobu.kume@nifty.com　http://kume.keikai.topblog.jp/ 
50 

どこでもドアをネット時空間に散りばめよう！ 
囲碁達人に学ぶ全方位ネット広報リンケージ	

自社サイト	

買い物カゴ	

問合せ窓口	

YouTube	

動画	

チャンネル	

出店モール	
地域サイト	
ニュース	
メルマガ	



今だけ情報フロー →　いつでも情報ストック	

51 

今ここで 
起きていること 
(情報フロー） 

USTREAM生放送 
×twitter×Facebook	

USTREAM録画 
×YouTubeのPR動画 
×ブログの記事 
×twitter×Facebook	

いつでも検索できて 
誰でも見られること 
(情報ストック） 



地球でイチバン 

○○な企業と 

◎◎な人を目指そう	

52 



最後に一言	

53 



カンヌに学べ	

54 

http://www.canneslionsjapan.com/ 
	

JR九州
http://www.youtube.com/watch?v=A9floylV2ik 
	
NTTドコモ
http://www.youtube.com/watch?v=C_CDLBTJD4M 
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http://itpro.nikkeibp.co.jp/watcher/kume/	
http://business.nikkeibp.co.jp/article/nmg/20090209/185465/	

	

日経ＩＴＰｒｏWatcher/ネットマーケティング  
「企業経営に活かすブログ道」	

日経トップリーダーオンライン 
 「経営者のためのＩＴ道場 」	

http://nvc.nikkeibp.co.jp/report/tech/doujyou/ 
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http://blog.scroll360.jp/marketing/communication/	
	

スクロール360通販支援ブログ  
「メール道/ブログ道/メディア道」	

経営者会報 
 「社長のためのブログ道」	

http://board01.keikai.topblog.jp/	
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著書集：amazonで 「久米 信行」 と検索  
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https://www.facebook.com/events/394777274001190/ 
	

https://www.facebook.com/events/674191325960713/ 
	

http://manavi.nikkei.co.jp/shingitai/tech/2014/oneself.html 
	

よろしければ別テーマでのトークライブにも！	



今日のレジュメは 

ダウンロード可能 
 

「明治大学 久米信行」で検索を	

59 

http://blog.canpan.info/meiji_venture/ 
	



今日の素敵なご縁に深謝 

お互いオンリー１を目指し 

ネットで「独創共栄」 

いたしましょう	

facebook    nobukume 
60 
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＜連　載＞	 
日経パソコン「焦　点」	

ニュートップリーダー	

＜書　　籍＞	
「メール道」　「ブログ道」	
　(NTT出版)	

「すぐやる技術」「やり抜く技術」	

「認められる技術」	

「３３のエール」	
　（日本実業出版社）	

「ビジネスメール道」	
　（中継文庫）	

「コミュ力の鍛え方」	
　（宝島社）	

「仕事と人生が同時に	

 上手くいく人の習慣」	
　（青春出版社）	

「入社３年目までの仕事術」　	
　(PHP研究所)	

「ピンで生きなさい」	
　（ポプラ新書）	

ご清聴ありがとうございました	
日本でこそ作りえるものを世界に。未来の子供たちに。	 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━	 
久　米　信　行　nobu.kume@nifty.com　Profile>>http://bit.ly/kE1W3y	 
　　　　　　　　twitter＞@nobukume　facebook+YouTube＞nobukume	 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━	 
■□□■□□■	 久米繊維工業(株)	 取締役会長　http://T-galaxy.com	 http://
kume.jp/	 
■□□□□□■　　創業1935年	 日本最初の国産Ｔシャツメーカー	 	 
■■□□□■■　　ISO14001/グリーン電力証書/オーガニックコットン	 
■■□□□■■　　[色丸首]	 [楽]	 [北斎]	 [蔵印]	 [老舗屋号]	 [3.11復興支援]　　　　　	 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━	 
〒130-0012	 東京都墨田区太平3-9-6　T:03-3625-4188	 F:03-3625-2695	 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━	 
著書一覧　【amazon	 著者ページ	 】　http://amzn.to/ohUO9Z	 
連載コラム【日経パソコン	 [焦点]	 】　http://goo.gl/7XzLm	 
メルマガ　【めろんぱん縁尋奇妙】　http://goo.gl/iQFwJ	 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━	 
社長ブログ【経営者会報＠社長日記】http://kume.keikai.topblog.jp/	 
公益ブログ【明大商学部起業論講師】http://blog.canpan.info/meiji_venture/	 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━	 
特)CANPANセンター	 社)社会貢献支援財団	 理事	 東京商工会議所墨田支部	 副会長	 
社)墨田区観光協会　観光地域づくりプラットフォーム推進機構　理事	 
新日本フィルハーモニー交響楽団　墨田区文化振興財団　評議員	 


