
スマホで楽々3日でできる！1本40万円で受注が取れ
る動画の作り方
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はじめに

こんにちは！

株式会社Go Bound代表の日比健人と申します。

突然ですが、あなたはいま

「副業解禁になったから手軽にできる副業を始めたい！でもこれといったス

キルもないし、何を始めればいいか分からない」

「会社辞めて独立したい！だけど人脈もノウハウもないのにいきなり独立す

るのはちょっと不安…」

「動画編集できるけど全く仕事がない。安く買い叩かれない仕事ないかなぁ」
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こんな悩みを抱えていませんか？

そんな稼げない動画クリエイターさんにも、動画編集なんてやったことない初

心者さんにもおすすめしたいのが「PRフィルムプロダクション」です！

僕は2年くらい前まで動画編集なんて全くやったことなかったですし、売れな

いどころか会社に損失をもたらす営業マンをやってました。

そんな僕でも今では動画1本で20万円でも60万円でも100万円でも稼げるよ

うになりました！

僕が成功した方法をシェアして、あなたにもぜひ真似してもらいたいって考え

てます。誰がやっても成功するような仕組みを作りました。あとはあなた次第

です。

僕の基本スタンスは「全部公開するからあなたも全部吸収して、一緒に成功

しましょう！」っていう感じなので、ここではPRフィルムプロダクション事業を

作った背景からPRフィルムを作る方法まで隠さず見せちゃいます。
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ちょっと長いですけど、ぜひ最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。
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第1章：落ちこぼれサラリーマンが動画1本で成功するまで

僕はいま起業してて、動画を使った海外ビジネスでそこそこ稼げてます。で

も元々すごい人間だから稼げるようになったわけじゃないんですよ。

ふつうの人間がどうやって成功したか、PRフィルムがどうやってできたか。

そのストーリーをお見せします。

第1節：大学時代に創った、たい焼き屋と寿司屋の話

実は大学時代にたい焼き屋と寿司屋をやらせてもらってたことがあるんで

す。いま考えると大学生が起業ごっこしてただけなんですけど、当時は真剣

に事業を創ってました。

今の事業に繋がってるんで、この話から始めますね。

7



第1項：知られなきゃ意味がない

たい焼き屋を創ったのは、大学から紹介してもらったインターン先にいた頃

の話です。

インターン先は、誰もが知ってるようなアメリカの宇宙開発機関に提供する

部品も作ってる、けっこうすごい会社でした。でも部品って1度買ったらそれで

終わりなんですよ。だから社長は、何度も消費してもらえる食の領域に事業

転換したがってました。

そこでインターン生の僕がアイデアを出して食の事業を始めることになりまし

た。

静岡の会社だったんで、名産品のお茶を売ろうって考えました。でもお茶っ

て、それ単体じゃお客さんは買いに来ないんですよ。なんかお菓子とセット

じゃないと。
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じゃあお茶と一緒に食べるものを作ろうってなって、たい焼きを作りました。

たい焼きって老若男女に好かれるし、売りやすいんじゃないかなって思った

んです。

調査のために東京にも行きました。どんなたい焼きが世の中にあるんだろ

うって。老舗と呼ばれるたい焼き屋さんを20店舗くらい巡りました。

クラウドソーシングでデザインを集めて、オリジナルのたい焼き型を作ったり

もしました。あんこもこだわって美味しいものを作りました。商品自体はめ

ちゃくちゃいいものができたんです。

ただ、どんなにいい商品を作っても、結局売るためには優れたマーケティン

グって必要なんですよね。当時マーケティングのマの字も知らなかったん

で、僕の力では集客や売上に貢献できませんでした。。。

「いくらこだわって作っても、知られなきゃ意味がない」っていう事実を痛感し

ましたね。ビジネスで初めて挫折を味わった出来事でした。
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▲インターン仲間と外壁を塗った一コマ

▲自分たちで塗装を手がけた店舗
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▲試作段階のたい焼き

第2項：海外で売った方が売れるかも？

同じ時期に、寿司を出すちょっとお高めな居酒屋でも働いてました。
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和食を作って料理修行しながら、自分で店舗を出す経験もさせてもらいまし

た。これだけ食に関わってたんで、僕は絶対に料理の世界に行くんだってそ

の頃は思ってましたよ。

で、店舗出したら全く上手くいかなくて、ここでも自分のポンコツさを思い知り

ました。料理の職人としてやっていくことの大変さも体感して、この世界で

やっていけないかもしれないって焦りました。

そんなある日、外国人観光客がふらっとお店に来たんです。

なんてことないふつうの刺し盛りを前にして ”Oh my god !” ってバシャバシャ

写真を撮ってる姿を目にして「あ、ここにフィールド移した方がいい」って瞬時

に思いました。

海外に行けば全く違う反応を得られるんだ！って。
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第3項：一点集中で自己紹介だけ極める

さっそく大学に「2年休学します」って言って留学準備に取りかかりました。

当時の僕は大学3年生の終わりくらいで、まわりはみんな就職活動の真っ最

中。留学生も帰ってきて、これから未来を創っていく段階に入ってました。

「留学行く」って言ったら親は「いいんじゃない」ってあっさり賛成してくれまし

た。でも「お金は出せないから自分でなんとかして」って言われました。それ

で静岡銀行にお金借りに行って、留学支援ローンみたいなものがあったんで

それを使いました。

カナダに行くことになりましたが、決まったのはなんと渡航の約2ヶ月前。

英語力はたったのTOEIC300点ほど。

TOEICって鉛筆を転がして答えても250点は取れるって言われてるんです

よ。
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つまり簡単な日常会話もままならないくらいの英語力でした。

絶望的な英語力の僕が短期間で英語を学んでカナダに行くにはどうすれば

いいんだろうって考えました。

僕は話すのは苦手じゃないし、第一印象で心を掴むのは得意です。

だから自己紹介だけ一点集中で極めようって決めました。

自己紹介だけ練習するなら1人の先生とじゃなくて不特定多数の人と話すの

がいいなって考えました。それでオンライン英会話教室で毎日、別の講師の

レッスンを予約しました。しかも起きる時間に目覚まし代わりにセットして、寝

起きで英語をしゃべるっていうのをやってました。

大学でも先生を捕まえて英語で自己紹介したりしてました。
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第2節：カナダ留学

第1項：まさかの面接失敗

努力の甲斐あって、2ヶ月で自己紹介だけは完璧にできるようになりました。

その状態でカナダのトロントに行って大学の提携校の面接に臨みました。

提携校ってほぼ落ちないって言われてるんです。形だけの面接だって。だか

ら安心して受けに行ったら自己紹介 ”だけ” 完璧にしたんで、質疑応答が全

くできなくて落とされました。最後に「キミは自分が英語話せると思ってる？」

とまで言われました。

それで計画が全部ひっくり返っちゃいました。面接に受かって大学の奨学金

をもらいながら勉強するつもりだったのに。。。

どうしよう、ってホストファザーのRonに泣きつきました。
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実はそのホストファザーっていうのがマーケティング広告系の仕事をしてて、

すごくビジネスのセンスがよかったんです。いま思えば、ですけど。

Ronは「ケントは寿司や美味しい和食が作れるでしょ。『英語しゃべれないけ

どなんか美味い寿司を作れる少年が、ケータリングで家に来て寿司握ってく

れるよ』ってサービスやったら面白くない？」ってアドバイスをくれました。

トロントでは寿司はお店に行って60〜70ドルくらいのチップを払って1皿食べ

るものでした。家に来て寿司を振る舞うとか、お父さんたちに寿司の握り方を

教えるとかそんなサービスはありません。

面白いこと、人と違うことをして商品力で人の興味を引くっていうのが、マー

ケティングが全くできなかった僕にも唯一できたことでした。
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▲カナダで振る舞った寿司の一部
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▲ロンに初めての寿司を振る舞い、アイデアをもらう。女性は奥さんのシャーロット
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▲ホストファミリーとの思い出のが詰まった一枚

第2項：トロントで生きるために寿司英語を極める

そうして始めた寿司のケータリングサービスで、自己紹介だけ極めてきたの

が役に立ったんです！だって初めてのお宅に行ったらまず自己紹介する

じゃないですか。そこは得意なわけですよ。

一点集中型の勉強法も役に立ちました。今度は寿司のケータリングを受注

するためだけの英会話に特化して学びました。
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月にこれだけ稼がなきゃ生きていけない、っていう緊迫感があったんで勉強

にも身が入りました。それに寿司に関連のある英語ってだいたいパターンが

決まってます。それだけ習得しようって必死に勉強しました。

寿司を握りに行った先で分からなかった英語をメモしてGoogle翻訳で訳した

り、Ronに手伝ってもらって発音練習したりしました。

この「必要なところだけ一点集中で極める」っていうのがポイントで、この考え

方がいまのビジネスでも役に立ってます。

お金がなさすぎて、稼がないと食べていけないので本当に必死でした。まぁ

楽しかったんですけどね。

そんなことを1年半くらい続けてたら英語が話せるようになりました。きっとふ

つうに大学で勉強するより遥かに英語力がついたんじゃないかなって思って

ます。
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しかも収入が伴ってるし、そこの地域でひと声かければ人が集まるだけの人

脈も築けてました。一点集中で突き詰めてやったからこその成果です。

▲お客さんに寿司体験を提供
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▲寿司の提供英語の練習に付き合ってくれた近所のおじさんジョー
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▲寿司パーティの裏側
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▲寿司パーティ集合写真

第3節：売れない営業マンに

第1項：ブラック企業で失敗続き

その後は日本に帰ってきてふつうに就活して、外国人専門の人材紹介の会

社に入りました。

めちゃくちゃブラックな会社で言葉の暴力とかもありました。
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会社としてあまりノウハウが貯まってなかったんで売れる営業マンになるた

めの仕事の仕方とか全く分かんなくて、全然売り上げが上がらなかったんで

すよ。

2年いたけど、たぶん200万円も利益出してないと思います。

外国人を企業に紹介したらそこで終わりじゃなくて、入社後3ヶ月は見守らな

きゃいけない仕組みでした。でも僕が紹介した人材の離脱率がすごかったん

です。その会社に入るって言ったのに、やっぱやめるって言う人が続出した

んです。。。

なんでそんなことになったかっていうと、求職者のグリップを全く握れてな

かったからなんです。つまり交渉の主導権がお客さん側にあった。

本当は僕が企業と求職者の間に立ってスムーズに入社できるようサポートし

なきゃいけなかったのに、当時の僕は売上げを上げたいってことしか頭にあ

りませんでした。
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お客さんの課題を解決しようともしないで、お客さんに振り回されてばっかり

いました。

第2項：こちらがグリップを握る重要性に気づく

でもこのときのトラウマが、いまの僕の仕事にすごく生きてるなって気づきま

した。

この経験のおかげで「いかに自分が主導権を握って仕事を進めていくか」っ

て考えるようになりました。

ふつうだったらお客さんに何がいいか聞きながら仕事を進めるじゃないです

か。でもお客さんって、何がいいか分からないからここに聞きにきてるんです

よ。分からなくて困ってるお客さんに「どうしたいですか？」っていうのは最低

な質問です。
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例えばスキーの腕をあげたいからインストラクターについてもらったのに「ど

んなフォームで滑りたいですか？」って言われたらびっくりしませんか？それ

が分からないからプロにお願いしてるんです。この場合インストラクターはプ

ロとして主導権を握って、もっとここを直せばいいって提案しなきゃいけない

んですよ。

僕はお客さんに言われたから「はいはい直しますね」って従うんじゃなくて、

無理やりこっちがいいと思う方向に持っていく時もあります。「その修正は意

味ないですよ」って。それは「絶対こっちの方がいい」ってプロとして自信を

持って言えるからこその言葉です。

お客さんって時にわがままだったり、自分を分かってなくて暴走したりするこ

とがあるんです。でもビジネスである以上、ただ言いなりになるだけじゃダメ

だと思ってます。

こちらがしっかりグリップを持って進めていく重要性みたいなものは、売れな

い営業マン時代に感じましたね。
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▲ミャンマーの求職者に日本の就活を教える

▲初めてのミャンマー出張　なにも成果を作らず帰国、、、
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第4節：師匠との出会い

第1項：会社を出ざるを得なくなって独立

いま僕は会社を辞めて独立してるんですけど、起業したのはコロナ第一波

の緊急事態宣言が発令された時期でした。

コロナ禍になったんで企業が財布を閉じちゃったんですよね。こういう世界恐

慌が起きた時に大打撃を食らうのって金融・人材・不動産業なんですよ。し

かも人材の中でも外国人って国境をまたがないといけないし、日本にいた人

もそれぞれ国に帰っちゃうし、業界内でもトップレベルで打撃を食らったとこ

ろでした。

なおかつ会社に負債を残す社員なんか要らないじゃないですか。それで会

社を出ざるを得なくなって独立しました。
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独立したての頃は、人材＋英語を教えられるっていう強みを生かした事業を

しようと考えてました。具体的には外国人採用ができる映像プロダクションを

作ろうとしてました。

社長さんに英語をしゃべってもらって、それを動画に落とし込んで外国人の

採用ツールとして使ってもらったらいいんじゃないかって。文字ばかりの求人

票より動画を入れた方が見る人にもインパクトを与えられるって思ったんで

す。

しかも社長はそこだけしゃべれば、英語しゃべれる人みたいな印象を与えら

れるじゃないですか。「確実に効果測定で数字に表れますよ！」っていう風に

売ろうと思ってました。

でも20代の僕だけじゃ説得力に欠けるんです。お遊びみたいに見えちゃう。

どうしようって考えてた矢先に紹介で出会ったのが僕にとって最高のビジネ

スパートナーである横川さんでした。
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第2項：20代起業家と50代サラブレッドの奇跡のマッチング

横川さんは輝かしい経歴の持ち主でした。

● 一部上場の専門商社出身

● 営業部長クラス

● 海外ビジネス経験歴25年

● 世界35カ国で日本企業の進出をサポート

● 140億円のビジネス責任者

● 1年の3分の1以上を海外で過ごす

● マレーシア、フィリピン、アメリカに駐在経験あり

正真正銘、海外ビジネスのプロです。
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しかし横川さんは迷っていました。このまま行ったら役員になれるけど、自分

の人生これでいいのかと。

横川さんにはやりたいことがありました。

「貿易の知識を生かして地方から海外に進出する企業をサポートしたい」

それを叶えたくて、一念発起して会社を辞めたそうです。

49歳の時でした。

ちょうどその頃に僕と出会いました。

世の中には横川さんみたいな大手企業に勤めて、我々ベンチャーや中小企

業には届かない3桁億のビジネスを実績として残すような、サラブレッドな履

歴書の人がいるんですよね。
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一方で僕みたいな地方の大学出身で、どうしようもないブラック企業にいた

履歴書の人もいるんです。

そういう50代サラブレッドの方と、20代起業家ってめちゃくちゃ相性がいいん

です。

サラブレッドの方たちが持ってるものは「知識・人脈・経験・お金・ノウハウ」

僕たちが持ってるものは「体力・デジタル方面の知識」

お互いにないものを補い合えるっていう点で相性がいい組み合わせです。

横川さんと僕はお互いの思い描いていることを組み合わせて、日本の地方

企業の東南アジア進出をサポートする活動をやることになりました。

この活動って僕だけだと「なんか英語できるクリエイターが東南アジア進出

ごっことか言ってるぞ」とかいう、すごくちんちくりんな話になっちゃいます。
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でもその裏に、こんな横川さんみたいなサラブレッドの人がいると、しっかり

ビジネスモデルが構築されてるってことが他の企業にも分かってもらえるん

です。まるで虎の威を借る狐です。

逆にサラブレッドの人たちは現場の細かい作業とかが分かんなかったりする

わけです。彼らも新しいことをやろうとしたら僕みたいな人間の力が必要なん

ですよ。

僕は大きな力をバックにつければ大きな仕事ができる。横川さんには動画と

いうデジタルの力で恩を返す。そういう相互関係があって成り立ってるんで

す。

しかも「この人とやっていきたい！」って思えるなんて1,000人会って1人いる

かいないかくらいの割合だと思うんですよ。ビジネスマッチング的に奇跡の

出会いでした。
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▲横川さんと2人で展示会に出典

▲展示会のためにチラシも作成しました
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第5節：動画1本で大成功

僕は横川さんと一緒に「経営者が東南アジアで売上を生むためのブランディ

ング戦略」を展開しました。

経営者が英語をしゃべって動画を撮って、それを商社が届けて商談を成功さ

せるっていうアイデア自体はすごくよかったんです。でも代理店や紹介者に

説明しても「すごくいいサービスなんだけど、なんか上手く説明できない。紹

介しづらい」って言われちゃいました。

スタッフを増やして代わりに説明してもらおうとしましたが、なかなか自分と

同じ熱量とか技術で説明してもらうことができません。

それで「自分のコピーを作ろう」っていう発想に至りました。

お金もないし時間もない僕が思いついたのが「動画1本戦略」です。

要はこういうことです。
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「紹介したいけどなんて紹介したらいいか分からない」と言われた

➔動画にすれば、そのリンクを渡すだけで説明不要

広告費がない

➔ でも応援してくれる人はたくさんいた

時間がない

➔ YouTubeで100本とか動画をアップして認知を取る手法だと時間がか

かりすぎる

だからがっつり説明してる動画を1本作って口コミで広めるときに使っ

てもらおう

▼　▼　▼

結論：支援者が紹介しやすい、自社の説明動画を1本作ろう！

こうしてできたのがPRフィルムです。メリットは3つ。

1. 情報が1本にまとまってるから分かりやすい
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2. 動画が「営業部長のコピー」になってくれるから紹介しやすい

3. 情報量が多いから字面だけでは伝わりづらい温度感とか熱量まで伝

わる

分厚い資料とか複数に分かれてるPDFを渡されると紹介者は、この重い金

棒を持って戦場で戦ってくださいって言われてる気分になります。

それよりもPRフィルムのURLを送って「この動画に出ている日比さんです」っ

て言うだけで済むなら、それは営業における軽くて鋭い刀になります。

どっちが戦いやすいかは一目瞭然ですよね。

僕はこのPRフィルムを作って紹介する時に使ってもらったおかげで、

再生回数：800回

問い合わせ件数：21件
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受注：17件

っていう実績を作ることができました！

成約率は驚異の80％超えです。

ところで実はこんな風に悩んでいる会社が他にもあるんじゃないかなって思

いました。

もしこのPRフィルムのアイデアに賛同してくださる方がたくさんいるとした

ら。。。

どれくらい需要があるか知りたくて、横川さんと一緒にクラウドファンディング

をやることにしました。
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第6節：事業の行く末をかけたクラウドファンディング

2022年1月、横川さんと僕は「地方企業が東南アジアへ輸出開拓するため

のセミナーを全国各地で開催したい！」っていうクラウドファンディングをやり

ました。

なんでオンラインセミナーじゃなくて、あえて全国に足を運んでセミナーをや

りたいのか。それは全国各地に仲間を作るためです。

僕たちはYouTubeの海外ビジネス大学っていうチャンネルで、東南アジアに

進出したい企業に向けてオンライン配信をやってます。人を集めてやるオフ

ラインセミナーも都市部を中心に開催してきました。

でも実は世界に通用する製品って、都市部じゃなくて地方にたくさんあるん

です。都市部はあくまでそれを売る場所。

それなのに情報も利益も都市部に集中してるんです。
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地方で安く作って都市部で高く売る、こういう構図を僕はなくしたいんです

よ。

しかもこの都市部に一極集中する現象は、なにも日本だけに限った話じゃあ

りません。世界でも同じことが起きてます。

例えばベトナムはたいていホーチミンしか取引してないけど、日本の滋賀か

らベトナムのダナンに輸出するビジネスがあっても面白いじゃないですか。

そういうlocal to localのビジネスを広める仲間を作りたいから地方でセミナー

をやりたいなって考えました。

このクラウドファンディングが上手くいかなかったらもうやめよう。そんな覚悟

で臨みました。それくらい気合の入ったクラウドファンディングだったんです。

結果は大成功でした！
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当初の目標額1,000,000円を上回る1,224,000円もの資金が集まりました。

支援者数は53人だったから、1人当たり約22,600円出してくれたことになりま

す。

なんでこんな大成功をおさめることができたのか。

それはリターンとしてスポンサーになれる権利を用意したのと、応援してくれ

そうな方々に連絡して頭を下げたのが大きいです。
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スポンサーになれる権利っていうのは具体的に言うと、地方でセミナーをや

るときの主催権とかセミナー出演権、資料配布権、YouTube動画のエンド

ロールに名前を載せる権利などがありました。

それから全く知らない人たちが寄付してくれるとは期待しないで、知り合いに

粛々と頭を下げてまわりました。実はクラウドファンディングで多くの方に支

援してもらえるのってほんのひと握りで、しかもマーケティングをきちんとしな

いと難しいってことが分かってたからです。

50人以上の方々がこのプロジェクトに賛同してお金を出してくださったおか

げで、無事クラウドファンディングで目標を達成することができました。

おかげで地方でセミナーを開催できて、PRフィルムを使った海外進出の構

想も需要があるって証明できました。

僕のサクセスストーリーはここまでにします。

次の章からはこのPRフィルムの事業について詳しく話しますね。
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第2章：PRフィルムプロダクション事業

第1節：ありそうでなかった、絶対に勝てるビジネス

PRフィルムプロダクション事業ってひとことで言うと

「営業部長の代わりに仕事してくれる、たった1本の動画を作るビジネス」で

す。

要は20万であなたのコピーを作りましょう、あなたがプレゼンしている姿を動

画で撮って、スタッフに動画を渡して再現性のある営業をしましょうってことな

んです。

このビジネスを思いついた時、正直もう絶対勝てる！めちゃくちゃ価値があ

るビジネスを思いついた！って思いました。

なんで「絶対勝てるビジネス」なのかっていうと、理由は2つあります。
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1. 動画市場の圧倒的な伸び

2. 地方企業が動画市場に参入できていない

順番に説明していきます。

第1項：動画市場の圧倒的な伸び

あなたはちょっと暇な時間があったらTikTokとかYouTubeの動画を眺めたり

してませんか？

いまは動画で情報を得るのがあたりまえで、文字をいっぱい読みたくないっ

て人が多い時代になりました。
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Googleで検索してもYouTubeが優先的に表示されるようになってます。今は

文章より動画の方が受け取りやすいって思う人が多いからGoogleがそうい

う仕様に変えたんです。

動画の中でもYouTubeの視聴率ってすごいんですよ！

総務省の調査では全世代の85.2％もの方が日常的にYouTubeを観てま

す。

（出典：総務省「令和2年度 情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」）

この風潮はまだまだ加速していくと思ってます。
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動画で情報を取ることの楽さに慣れちゃった人たちが文字数の多い本とか

読む方向に戻るとは思えないんですよね。だからこの波に乗らない手はない

です。

でもこの波に乗りたくても乗り方が分からない人たちが地方にはたくさんいる

んです。

第2項：地方企業が動画市場に参入できていない

日本に地方企業ってどれくらいあるか知ってますか？

実は全国の半分くらいは地方の中小企業なんです。この人たちを相手に仕

事をとれたら強いと思いませんか？
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コロナのおかげでリモートワークが流行って、日本企業もデジタル化を進め

ようっていう動きが盛んです。国も積極的にデジタル化するよう呼びかけて

ます。

そんな時代にデジタル化できない企業は、売り上げが上がらないようになっ

てきてしまってます。

僕は地方企業とたくさん仕事をしてきて、実は地方には世界に通用するすば

らしい商品がたくさんあって、自社の商品をもっと広めていきたいっていう気

概のある経営者さんもたくさんいるんだなって常々感じてきました。

でもいい商品とかサービスを提供しても、デジタルに弱いからっていうたった

それだけの理由で世の中にその良さを伝えられないんです。

もちろん地方企業の人たちだってデジタル化に興味がないわけじゃありませ

ん。
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それでも動画市場拡大の波に乗っかることができない地方企業が多いの

は、乗りたくても乗れないからなんです。想像つかないかもしれませんけどコ

ピー＆ペーストも使えないような方がたくさんいるのが地方企業なんです。

中小企業庁の調査によると、デジタル化できない地方企業はこんな問題を

抱えてるっていうデータがでてました。

● ITがわかる人材がいない 43.3％

● 導入効果が分からない 39.8％

● コストが負担できない 26.3％

こんな壁のせいで地方企業の方々はデジタルとか動画活用ってハードルが

高いなと思ってます。スマホとかパソコンを日常的に使う僕らにとっては当た

り前のデジタル知識も知らない地方企業の方々は、恥ずかしくて初歩的な質

問は聞けません。

そんな人たちにいきなり「映像マーケティングやりましょう！」って言ってもな

んのこっちゃって感じになっちゃいます。だから、PRフィルムプロダクション事
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業くらいのビジネスがちょうどいいんです。まずはパソコン持とうよ、とかそう

いうレベルの話なんですよ。

デジタル化できなくて困ってる地方企業の方々に、僕みたいに動画を普段か

ら活用してる人間が「動画制作しますよ」って提案すると喜んでもらえるんで

す。特に社長レベルの方々にすごく喜んでもらえます。

ただし動画作れば喜ばれるって言っても、ただかっこいい動画が作れるだけ

じゃダメです。企業が求めてるのは見た目がキレイなハリボテじゃなくて、分

かりやすく成果が出るものです。だからPRフィルムがぴったりなんですよ。

PRフィルムを使えば、

● 人材不足で営業マンがきちんと育てられない

● 社内にITに詳しい人がいないから動画も活用できない

● コストが足りなくてマーケットを拡大できない
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こんな課題が解決できます。

だからPRフィルムプロダクション事業はいま需要がめちゃくちゃある「絶対に

勝てるビジネス」なんです。

第2節：なぜPRフィルムプロダクションを作ったのか

僕はこの絶対に勝てるPRフィルムプロダクション事業をぜひあなたにもやっ

てもらいたいって考えてます。

そんなにいいビジネスなら自分だけで利益を独占することもできるのに、な

んでノウハウを全部シェアしちゃうのかなって思われているかもしれません

ね。
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でも僕としては独り占めするより、シェアして広めていくほうが圧倒的にメリッ

トが大きいんです。

メリットは大きく分けて2つあります。

1. 日本全国の、ひいては世界の活性化

2. PRフィルムの認知度アップ

すごく壮大な話に聞こえるかもしれませんけど、ちゃんと道筋は見えてるん

ですよ。

第1項：日本全国の、ひいては世界の活性化を

例えば日本中にPRフィルムを作れる人が増えたら、PRフィルムを使って売

り上げがアップする企業が増えますよね。それで地方企業が儲けられるよう
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になって活性化すれば、必然的にその地域も活性化します。それが北海道

から沖縄まで広がったらすごくないですか？

壮大すぎて現実味がないんじゃないかって思われるかもしれません。けど僕

は絶対にできるって信じてますし、信じてくれる人も案外たくさんいらっしゃる

んです。クラウドファンディングの活動を通じて、この考えに共感してくれる人

はけっこういるってことが分かりましたから。

しかも地方活性化を視野に入れてビジネスをやってると、全国各地の自治

体とか行政が協力してくれるんです。正直これはけっこう強力な追い風で

す。こういう地域の後押しがあると活動しやすくなるんですよ。

さらに言うと、PRフィルムで国境を超えることもできます。PRフィルムを使っ

て日本の地方企業と海外の地方企業が繋がれば、国境を超えて一緒に仕

事できるようになるんです。そしたら日本だけじゃなくて世界も活性化させら

れますよね。

僕は本当にこの構想を実現させたいんです。
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第2項：PRフィルムの認知度アップ

もうひとつのメリットはPRフィルムを作れる人が増えて名前が浸透したら認

知度が上がるってことです。そしたら僕たち自身がもっと仕事を獲得しやすく

なります。認知度っていうのは信頼されるためにもかなり大事です。

今はまだ「PRフィルム」って聞いてもイメージが湧かない人が大半です。そん

な人たちに「PRフィルム作れば売り上げ上がるよ」って言ったところでなかな

か信じてもらえないこともあります。

でも隣の印刷屋が動画を使って売り上げがめっちゃ上がったって聞いたら

「なにそれ！もっと詳しく教えて！」「ウチもやりたい！」って興味を持ちます

し、PRフィルムの威力も分かってもらえますよね。

こうやってPRフィルムが持つ威力をじわじわ認知させていくことで、もっともっ

とPRフィルムを作りたいっていう企業が増えていってほしいんです。
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今のあんまり認知されていない状態でも僕は充分に仕事を獲得できてるん

ですけど、全国にPRフィルムを浸透させようってなると僕1人の力じゃ難しい

んです。だからPRフィルムプロダクションを作ってフランチャイズにして、PR

フィルムの良さを伝える活動を手伝ってくれませんかって呼びかけてます。

第3節：「初心者でも40万円」なんてありえない？

第1項：あなたがPRフィルムプロダクション事業に参入すべ

き5つの理由

というわけであなたにPRフィルムプロダクション事業を手伝って欲しいんで

すけど、僕のメリットだけ伝えたって手伝ってくれるわけがないのは分かって

ます。もちろんあなたにもめちゃくちゃメリットがある話だから提案してるんで

すよ。

1. 動画業界の中でも比較的稼げる
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企業からお金をもらうから個人YouTuberの動画編集するより割がい

いんです。

2. 副業でもできる

いま所属してるオーナーの87％が副業でやってます。

3. 動画制作、営業経験がなくてもできる

97％の人が未経験からのスタートでした。

そんな状態から始めても3ヶ月で月商40万円は稼げるようになります。

4. スマホさえあればどこでも仕事ができる

いまこの電子書籍を読んでるあなたはスマホくらいは持ってますよ

ね？

それがあれば撮影も、編集だってできちゃいます。

5. 稼ぎながら社会貢献ができる

56



先ほどもお話ししたとおり本当に困ってる地方企業の手助けができま

す。

中でも1番よく聞かれる質問が「動画制作、営業経験がなくても3ヶ月で月商

40万円って嘘ですよね？」です。よく詐欺でありそうな謳い文句ですもんね。

僕だって怪しいって警戒します。

でもちゃんと根拠があるからこんなこと言ってるんです。

それはすでにPRフィルムプロダクション事業に参入してくれてるオーナーの

実績を見れば分かります。

例として5名挙げます。

PRフィルムプロダクションでは最初に3ヶ月の研修があるんですけど、なんと

研修中に成果が出た方ばかりです。
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第2項：PRフィルムプロダクション事業の実績紹介

● 副業でやりながら毎月安定して30万円の収益がでています。スマホさ

えあればどこでもできるんで、夜9時から1時間だけとか毎日やっていく

だけでもちゃんと形になります。（吉井さん）

● 研修を受け始めて2ヶ月半くらいで60万円の案件が取れました。もとも

とベーシックな動画を作る知識はあったんですけど、売り上げに繋げ

る方法を知らなかったんで、それを教えてもらったらすぐ稼げました。

（ジャスミンさん）

● 最初の1ヶ月で初期費用10万円＋月額20万円×3ヶ月＝70万円ってい

う発注をいただきました。最初は日比さんからアイデアをもらってそれ

をパッケージにして、お客様に説明して納得してもらって発注いただき

ました。これまでのやり方で悩んでるお客様に対して新たな付加価値

を提供できたと思ってます。日比さんに救っていただきましたね、人

生。（浦崎さん）

● 1ヶ月で2件成約しました。
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10万円の映像＋私の得意な英会話レッスン3回という条件で、

2件売れたので合計20万円の売り上げが初月で立ちました。（岡崎さ

ん）

● フリーのカメラマンをやってるんですけど、営業力が弱くて悩んでまし

た。もっと自分の活動の幅を広げたいなって思って始めました。始めて

1ヶ月くらいでどんどん仕事が来るようになって、最初は10万円、今は

20万円くらいの案件を継続的にいただけています。（杉本さん）

こんな感じでPRフィルムプロダクション事業に参入して1ヶ月目で受注できて

る方が多いんですよ！これで3ヶ月で40万円は余裕で稼げるって分かっても

らえましたか？

この実績を見ても

「いやいやこの人たちはもともとセンスがあったからたまたま稼げただけで

しょ」
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「素人がそんな短期間で成果を出せるなんて信じられない」

っていう疑り深いあなたのために、次はなんでそんなに成果が出るのかって

いう理由をお話しします。

第3項：映像業界の穴

動画編集も営業もやったことない初心者がなんでこんな短期間で稼げるよう

になるのか？

理由は単純で「映像業界の穴を埋めるビジネスだから」ただこれだけなんで

す。

映像業界には穴、っていうか闇があります。

1. 映像にクオリティはそんなに求められていない
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2. 実は営業スキルのほうが大事

3. 映像業者はみんな利益がでていない

どういうことでしょう？

ひとつずつ解説しますね。

1. 映像にクオリティはそんなに求められていない

多くの映像クリエイターは「キレイでカッコいい動画」を作ろうとします。

特に日本人の動画ってクオリティ高いのが多いんですよ。

だけど僕が売ってる動画は正直そこまでクオリティが高くなかったりし

ます。

僕はかっこよく作るんじゃなくて「正しく伝える」っていう部分にこだわっ

てます。だって依頼してくれる企業の方が僕の動画に求めてるのっ

て、

61



「正しく伝えて分かりやすい成果に繋げること」だからです。

クオリティにこだわりすぎないから、編集で時間がかかりすぎることも

ありません。それでも企業のニーズを満たしてるから何十万単位の報

酬がもらえます。結果的に時間単価も上がるんです。

動画を作る側も作ってもらう側もwin-winってわけです。

2. 実は営業スキルのほうが大事

映像業界で食っていくには、実は営業スキルの方が大事だったりしま

す。これ誰も教えてくれない事実なんですけどね。

ぶっちゃけ営業スキルがなくても動画業界は伸びてるんで、選ばなけ

れば仕事は山ほどあります。低単価ですけど。
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でもどうせなら単価が高い仕事したくないですか？それなら企業に営

業かけられる映像クリエイターになりましょう。だって企業から仕事を

取れないと大きい金額はもらえませんからね。

企業から仕事を取るなんてハードル高すぎて無理だよって思ったそこ

のあなた。実はPRフィルムプロダクション事業に入ればそれができ

ちゃうんです。

どうやるかっていう具体的な話は第4章で話すんでちょっと待っててく

ださい。

3. 映像業者はみんな利益がでていない

というわけで上のふたつの事実を知らない映像クリエイターはみんな

全然稼げないんですよ。あなたも聞いたことありませんか？「動画編

集は稼げない」みたいな話。
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さっき低単価の案件でいいなら仕事はあるって言いましたよね。低単

価っていうのは具体的に言うと10分くらいの動画作ってせいぜい

3,000〜5,000円くらいです。

動画編集をやったことない人には割のいい仕事に見えるかもしれませ

ん。けど実際にやってみると、たった10分の動画でも編集するのにも

のすごい時間がかかるって分かるはずです。慣れている人でも3時間

以上かかるし、初心者なんて1日に1本仕上げられればいいほうです。

低単価の案件しか受けられないと、毎日毎日休まずに動画作ったとし

ても月10万円も稼げないとか。そりゃ動画編集なんて稼げないってグ

チりたくもなるでしょう。

実績がない初心者は低単価な案件しか受けられないんで、死ぬほど

働いても稼げなくてどんどん疲弊していってしまいます。しかもこういう

案件は大した実績にならないんで、また低単価案件をこなすことにな

ります。負のループです。映像業界の闇だと僕は思ってます。

PRフィルムなら初心者でも1本20万円とか40万円とかもらえます。そ

りゃ稼げますよね。
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これが、気づいてる人は気づいてるけど誰も教えてくれない、表には出てこ

ない映像業界の真実です。

こんな闇の話を聞くと映像業界に参入するのが怖くなっちゃうかもしれませ

んね。

でもPRフィルムプロダクション事業はこれらの「映像業界の穴」を全部埋め

ているから短期間で信じられないくらい稼げるってことなんですよ。

このフランチャイズにちょっとは興味を持ってくれましたか？

そもそもフランチャイズって何？って思ってる人は次の章へどうぞ。

※掲載許可が出たのがここまでだったため、これ以降はありません
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