
クリエイティブユニット

“企画演出”から”仕上げ”まで、よりクリエイティブな映像制作のお手伝いをさせて頂き 
ます。最善の結果への最短のワークフローを提供いたします。

業務内容

① 企画、演出

ポストプロダクション所属の企画演出部です。合成やモーショングラフィックス、CG等を 
熟知していますので映像表現を重視した企画のご提案や最終的な仕上がりを完全に見据えた 
的確な演出や撮影等をスピーディーに行います。 

映像表現に真剣に取り組み、隅々までデザインされた感度の高い映像を作っていきます。

③ ポストプロダクション

ディレクター自信が、カラーグレーディング、編集、合成等、最後まで仕上げをいたしま 
す。それによって、制作期間の短縮・映像品質の向上・従来の立会本編集だけでは不可能 
な更なる映像表現の追求を目指します。

他にもPTHREE撮影部との連携等どのようなことにもフレキシブルに対応させて頂きます。 
どのような映像でも高品質で作らせて頂きますので、ご用命はPTHREE営業部まで、 
どうぞよろしくお願いいたします。

Direction + Post production

② モーショングラフィックデザイン

従来の本編集では作成が難しく、今まで3DCGに発注していたような「モーショングラ 
フィック、CGI」等を主に Adobe After Effects を使ってデザイン作成いたします。
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クリエイティブユニット

主な制作実績

Direction + Post production

▽『西日本電信電話㈱ まちのビジネス相談窓口「Doraemon Moving Mosaic Art」：web movie』 
▽『フォルクスワーゲン グループ ジャパン㈱ The Beetle 「ジェリービーンズ篇」：web movie』 
▽『フォルクスワーゲン グループ ジャパン㈱ The Beetle 「8台!?篇」：web movie』 
▽『㈱コーセー エスクリープ エクラ：VP』 
▽『㈱コーセー アスタブラン Wリフト センセーション：web movie』 
▽『日清シスコ株式会社㈱ ごろっとグラノーラ「ごろグラジャパン 選手紹介篇」：web movie』 
▽『産業能率大学「SANNO DRIVE」：web movie』 
▽『㈱ポンテヴェキオ ホッタ「Ponte Vecchio Bridal」：TVCM』 
▽『Adobe Creative Cloud Libraries：web movie』 
▽『パナソニック㈱ LED導光パネル：VP』　 
▽『パナソニック㈱ iT：web movie』　 
▽『パナソニック㈱：MOVING LOGO』 
▽『㈱テレビ朝日「真夜中のプリンス」：オープニング映像』 
▽『グッドデザイン賞 G展 MEETinG：PV』 
▽『㈱集英社 遊戯王 世界大会 「集え!デュエリスト!イベント告知」：PV』 
▽『日本瓦斯㈱  雲の宇宙船：web movie』 
▽『㈱資生堂  Za：VP』 
▽『㈱モストカンパニー ：MOVING LOGO』　 
▽『㈱アズ プロジェクト 金月真美「20th Anniversary Live みんなの時」：ライブ映像』 
▽『 Flashback Japan  inc. クリエーターズビュー 「nowhere woman」：web movie』 
▽『 Flashback Japan  inc. クリエーターズビュー 「Invisible Woman」：web movie』 
▽『 Trapcode Creative Award 2013 グランプリ受賞作品「絆」：web movie』　 
▽『キングレコード㈱ 塩ノ谷早耶香「雪空」：MV』　 
▽『キングレコード㈱ 宮野真守 ライブBD・DVD「GENERATING!」：オープニングタイトル・メニュー画面・TVCM』 
▽『キングレコード㈱ 宮野真守 ライブBD・DVD「WAKENING」：オープニングタイトル・メニュー画面・TVCM』　 
▽『キングレコード㈱ 宮野真守 MV集「M&M CHRONICLE」：オープニングムービー・メニュー画面・TVCM』　 
▽『キングレコード㈱ 宮野真守 ライブBD・DVD 「AMAZING!」：オープニングタイトル・メニュー画面・TVCM』　 
▽『キングレコード㈱ 宮野真守 ライブBD・DVD「TRAVELING!」：オープニングタイトル・メニュー画面』　 
▽『 GAGA㈱ 「BIG BANG」：MOVING LOGO』 
▽『㈱ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ JASMINE アルバム「GOLD」：TVCM』
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クリエイティブユニット
Direction + Post production

コンテスト受賞歴

(株)ソニー・コンピュータエンタテインメント
グランツーリスモ３「本物に乗ろう編」

・JPPA Awards 2002 エディターCM部門・シルバー賞
・17th ANNUAL LONDON INTERNATIONAL ADVERTISING AWARDS・FINALIST

(株)ヤマハミュージックコミュニケーションズ
CAPSULE「JUMPER」

・JPPA Awards 2009 エディターVP, MTV, その他部門・審査員特別賞

(株)フラッシュバックジャパン
「絆」

・Trapcode Creative Award 2013 グランプリ

 多摩美術大学卒業。 コナミ(株)を経て、(株)ピラミッドフィルム ピースリー にてオンラインエディターを 
勤めた後、現在同社クリエイティブユニットユニットリーダー 、ディレクター 兼 モーショングラフィック 
デザイナーを勤める。

クリエイティブユニット ユニットリーダー
ディレクター, モーショングラフィックデザイナー 小森幸人
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産業能率大学プロモーションビデオ
「SANNO DRIVE」 ワークフロー

「PTHREE クリエイティブユニット」にて手がけさせて頂きました 
「ピラミッドフィルム クアドラ」制作の産業能率大学PV 
「SANNO DRIVE」の制作過程をご紹介いたします。 
ほぼすべての工程をディレクター自信が手がけています。
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SANNO DRIVE 演出コンテ

ロゴにカメラが寄っていく。
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ロゴにはレイヤー状に奥行きが 
付いている。

カメラが寄り切ったところで 
車が横向きの状態で 
白いクラシックカーの 
実車になり・・・

中心に向かって走り出す。 
ロゴの黒とグレーの帯が 
開いていく。

帯が車の後方に流れていく。 
帯の向こうに 
次カットの校門の風景が 
白のOLと共に現れる。

ほぼ車目線になり校門から入る。 車が同ポジのまま様々なロケーションを走るところを 
速いカットで何カットも繋いでいく。
※主に大学の外や廊下などを動画で見せる。

覗き込む生徒たちの前で車が止まって、どこかに運ばれる。

そこでは授業が行われている。 
授業を見守る車。

一頻り授業を見守った後 
その場から走り去る。

進行方向に本が並んでいる。 車がフレームインして 
本の隙間に入っていくと・・・

そこは図書館だった。 
生徒たちを見守る車。

誰かが車に気がつき、 
下に降ろす。
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机に置かれると車が走り出す。 車が同ポジのまま様々な室内の机の上を走るところを 
速いカットで何カットも繋いでいく。
※主に大学の室内を動画で見せる。

車がジャンプする。 ベルマーレのユニフォームが展示してあるところに着地する。

車が通り過ぎて 
ユニフォームに 
カメラが寄ると・・・

ベルマーレを応援する生徒たちの 
スチル写真になる。 
車が生徒たちを見守っている。

様々なシチュエーションの 
スチル写真をカットで 
繋いでいく。

どんな写真にも車がどこかにいて 
見守っている。

※主にパンフレット等の既存のスチル写真を見せる。既存のスチル写真に車を合成する。

車の寄りが横切ってワイプになり 
IVYホールが現れる。

IVYホールの机の上を走る。

IVYホールの床を速いスピードで 
ぐるぐると走り回る。

その時のIVYホールの 
特徴的な天井。

車が止まってライトが点灯する。 車のライトの光が映写になる。 様々なシチュエーションのスチル写真が 
カシャッ、カシャッ、とスライドのように映される。
※主にパンフレット等の既存のスチル写真を見せる。 
　車の合成は無し。
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最後に生徒たちが 
バッ！と四方から集まる動画が 
映し出される。

コピーIN 
「そして、なりたい自分へ」

映写の中に飛び込んでいく。 ロゴが現れ 
その中に車が入っていく。

車が定位置に着いたら 
元のピクトにスっと変わる。

ロゴが小さくなり・・・ 左にずれて 
「産業能率大学」の文字が現れる。

2016.03.07_02

車が走りだし・・・

・Adobe Ideas  　  を使用しipad     で書いておりますのでスピーディーにコンテ 
　制作が出来ます。色も簡単に塗ることができます。 
・ベクターベースなのでコンテの上がりがキレイで見易く、また、 レイヤー構造に 
　なっていますので修正も迅速に行えます。

⓶ 撮影

カメラ：SONYα7sⅡ・スタビ：Beholder DS1・ATOMOS  SHOGUN にて 
S-Log3・ProRes収録。

・SONYα7sⅡとBeholder DS1を使用することにより非常に簡単且つ安価に 
　柔軟で自由度の高い優れたステディカムシステムを構成することができます。 
・S-Log3にて収録することにより仕上げ時のカラーグレーディングにも柔軟に 
　対応します。 
・SHOGUN にてProRes収録することにより画像の圧縮率を軽減します。

▽カメラマン：加藤陽介さん、▽照明：山本孝二さん

⓵ 演出コンテ制作 ▽ディレクター：小森幸人
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何気ない大学の風景や生徒さん達の楽しげな様子を、あたかもミニカーが撮影 
しているような映像にすることにより、面白い映像、楽しく不思議な雰囲気の 
ものにして内外に強くアピールできる映像にしようとしました。

ミニカー視点の極端なローアングルとワイドレンズで撮影するため下記システム
を用いました。



⓷ オフライン編集
Adobe Premiere Pro      にて仮編集、仮カラ-グレーディングを行います。

・Premiere Pro      を使用することにより複雑なファイル変換等することなく 
　迅速に撮影素材を読み込み、スピーディーに編集ができます。 
・Premiere Proに付属しているエフェクトの一つLumetri colorにて仮に 
　カラーグレーディングをしながら編集を行います。 
　LumetriカラーはAdobe SpeedGread      と同等の機能を持っており、 
　複数のソフトを使用することなくPremiere Proのみでカラコレ、編集が可能です。

⓸ 音楽制作

・同じ社内での作業になりますのでクライアント様からのオーダー等、迅速に対応 
　することができます。 
・ギターは生演奏、他音源も全音階録音されたものを使用する等、拘って制作して 
　います。

▽ディレクター：小森幸人

▽PTHREE：船内秀浩
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弊社にてオリジナルの楽曲を制作しております。



⓹ CG制作

・購入したCGモデルにAfter Effects       のプラグインElement 3Dでリアルな 
　質感をつけています。 

・クライアント様のご要望で、一部CGモデルの形状を変える作業を弊社の 
　CG制作部門テラモンキーズにて行いました。 

・そのモデルをさらにAfter Effects      で形状の変更をしました。 

・上記の作業が発生しなければ、CGプロダクションには作業をお願いせず全て 
　After Effects      のみで完結する予定でした。

全てAfter Effects      で作業しています。

After Effects      でリアルな質感をつけます。

After Effects      でCGモデルの形状を再調整します。

▽ディレクター：小森幸人
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⓺ オンライン編集 ▽ディレクター：小森幸人

・After Effects      でCGにライティング、さらに細かい質感調整、トラッキング 
　等を加え、カメラのmm数や被写界深度、画角を合わせて合成しています。 

・After Effects      のLumetri colorでS-Log3の素材にlutを適用し、プラグイン 
　のLooks等も使用して本番のカラーグレーディングを行っています。 

・After Effects      でモーショングラフィックのデザイン制作をしています。

After Effects      でCGモデルを調整、カラコレ、合成していきます。
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・最後にPremiere Pro      で諸々微調整して、音楽を乗せて仕上げています。
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After Effects      でモーショングラフィックを作成します。

・完成したムービーはこちらでご覧いただけます。
http://www.pthree.ne.jp/creativeunit/


