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事業紹介

Pleeteだから、できる動画がある



Pleeteだから、できる動画があります。

Pleete(プリート)は動画活⽤の⽅法を模索し続ける、動画制作プロダクションです。
クライアント様の課題解決に対し、私たちが全⼒でサポートさせていただきます。

Pleeteではこれまでに、TVCM・ネット配信番組・MV・Web⽤CM・企業VP・セミナー動画・商品紹介動画
アイドルグループライブ告知映像・YouTube⽤動画など多数ジャンルの動画を制作してまいりました。

その際に私たちは、ご予算内で最⼤限の課題解決効果が得られることを最重要項⽬と考えております。

〇かっこいい動画をつくればよいのか？
〇本当にその企画が適切なのか？
〇そこから最⼤の課題解決効果を得るにはどうするべきなのか？

制作して終わりではなくその後のことも踏まえ、動画活⽤の視点から⼀緒に戦略を⽴てていける。
そんな動画プロダクションです。



クライアント様の課題解決・⽬的達成に向け、プロデュース・企画を⾏います。
幅広い視点から、課題解決効果が最⼤になるよう、柔軟にご提案させていただきます。

企画

企画から制作までワンストップで⾏うからこその、費⽤感・スピード感。
またPleeteには、広告制作・動画制作・YouTube制作のプロフェッショナルなクリエイターが在籍しております。
幅広い視点でお客様のご要望にお答えさせていただきます。

動画を制作していきます。
クライアント様の課題・予算感に合わせ、外部スタッフとの連携をし最適な動画に仕上げます。

制作

完成した動画をクライアント様にご確認いただきます。
ご確認いただいた結果を受け、修正を繰り返し、細部を詰めていきます。
以上の⼯程を経て、完成後納品させていただきます。

完成

Pleeteでは 企画から制作までワンストップで⾏うことが可能です



Service
Pleeteは多数ジャンルの動画・映像制作経験がございます。
お客様の課題解決に向け、⼀つの視点にとらわれることなく、幅広い視点でご提案させていただきます。

動画広告

お客様の課題解決を第⼀に動画広告を制
作させていただきます。
TVCM制作経験もあり、多数ジャンルの
動画制作経験がある、Pleeteだからでき
る幅広いご提案をさせていただきます。

動画制作

Pleeteでは⾼品質で迅速な動画制作をご
提供しています。
多くジャンルの動画制作に対応しており、
ワンストップで制作を担当するので、コ
ストも抑えることが可能です。
まずはご相談ください。

YouTube 企画/制作/運営

Pleeteでは今までに1000以上のYouTube
動画制作に関わってまいりました。
これまでの経験から戦術を組み⽴ててい
き、しっかりサポートさせていただきま
す。



こちらは動画広告制作時の⼀例の⾦額になり、Pleeteではそれぞれのお客様にぴったりのプランをご提案させていただきます。
制作物でお⾒積もり⾦額は⼤きく異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

Price

制作のすべてを私たちが担当し、
トータルして課題解決効果の⾼い動画を制作します。

⼩規模

15万円 〜

中規模

50万円 〜
制作の⼀部を私たちが担当し、その場にあった外部スタッフと連携。
クオリティを⾼め、⾼い効果のある動画に仕上げます。

⼤規模

ASK万円 〜
私たちはプロデュースのみを担当し、
それぞれのよりプロフェッショナルなスタッフと制作していきます。



株式会社アローズエンタテインメント
株式会社グローバルヒューマンブリッジ
株式会社ゲイン
株式会社サンニシムラ
株式会社シャイン
株式会社⼩学館
Suprieve 株式会社
株式会社デザインワン・ジャパン
ネクストステージアジア株式会社
不動産研究会株式会社
株式会社メディカルアーツ

（50⾳順）

Pleeteは⼤⼿企業をはじめ中⼩企業・個⼈事業主まで様々なお客様の動画を制作しております。
OUR CLIENT（⼀部抜粋）



WORKS【PR】

⻭科医が作った
魔法の⻭ブラシ除菌PRO TVCM
2020年度のTV-CMの制作を担当。

『⻭ブラシ除菌』という新しい概念を
データと共に紹介。

インパクトが⼤きく、記憶に残るような
TV-CMになっており

商品を強くアピールすることに
成功しています。

動画広告の制作実績です、こちらに掲載しているのは⼀部抜粋したものです。



WORKS【PR】

箱根町 Hakone CM 
箱根年間PR

2020年1年間通しての
PR映像を制作中。

国内外向け
プロモーション予定。

JETRO/経済産業省
EduTECH Philippines

海外向けピッチ
プロモーションを制作。

http://www.terrapinn.com/
virtual/edutech-
philippines/

Director : Yuzuki Hirano

きよたにや
「ときめき恋浴⾐」

2019年Web公開⽤販促動画

創業140年の振袖袴浴⾐

楽天浴⾐ランキングで
11年連続1位受賞の

浴⾐セットの動画プロモー
ションを担当。

動画広告の制作実績です、こちらに掲載しているのは⼀部抜粋したものです。

http://www.terrapinn.com/virtual/edutech-philippines/


WORKS【other】

Web配信番組
⾥⾒浩太朗の東京お寺探訪全３回

⽔⼾⻩⾨やドラマなどでお馴染
みの⾥⾒浩太朗さんがゲストさ
んを招いて⼀緒にお寺さんをご

訪問します。

Editor : Tukuru Endo

サービス・アプリ
紹介動画

florist

サービス内容がしっかり伝わり
ブランドイメージが向上する
紹介動画になっています。

メインターゲットを
想定し、動画を制作。⾼いエン
ゲージメントも期待できます。

サービス紹介動画
メイクリープス株式会社

同社のサービス
「MakeLeaps」について
グリーンバック合成を使⽤し

⾮常にわかりやすく
新規顧客獲得が⾒込める動画

となっています。

※その他多数ジャンルの動画制作経験がございます。詳細はお問い合わせください。

動画制作の制作実績です、こちらに掲載しているのは⼀部抜粋したものです。



WORKS【YouTube】

⾼⽊りほ
YouTubeチャンネル

株式会社アローズエンタテインメント

チャンネル設⽴時より
制作を担当。

テンポよく、わかりやすく
イメージUPに

繋がる動画を制作。

Editor : Tukuru Endo

まひとくん
ゲーム実況者

登録者90万⼈超の⼤⼈気YouTuber

制作を担当した動画が
3ヶ⽉で600万再⽣を突破。

その他にも
再⽣数100万を超える
動画を多数担当。

Biz9
株式会社デザインワン・ジャパン

YouTubeチャンネル

様々なビジネスを動画で
紹介するというコンセプトで
のべ100社以上の企業の
取材/動画制作を担当。

またYouTubeにおける
コンサルティングも
担当しています。

YouTube動画制作・企画・運営の制作実績です、こちらに掲載しているのは⼀部抜粋したものです。



■Producer 遠藤ツクル

埼⽟県出⾝。

⾼校在学中より、俳優活動を6年間ほど続ける。
TVドラマや映画・舞台など様々な出演経歴を持つ。
その活動をしていく中で、⾃分でメディアを制作したいという思いが強くなり
映像編集を開始。

その後映像制作に活動の中⼼を移し、多くのWeb配信⽤映像を制作。
TV CMや企業VP、イベント映像など多数ジャンルの制作経験を持つ。

主にYouTube⽤動画の制作においては、若年層に刺さる引き込まれる動画を得意とし、再⽣
維持率も⾼い。

編集はAdobe Premiere Pro / After Effects / Photoshop / Illustratorなどを使⽤
⽇本全国対応可能範囲



■Director 平野佑津希

神奈川県出⾝。
東京⼯芸⼤学 芸術学部写真学科 卒業。

2020年に六本⽊にてグループ展「写真と本/本と写真」開催し、⼤きな反響を得る。
在学時より映像制作をしており、写真 / 映像の良いところを余すことなく制作する、アーティ
スティックな映像制作を得意とする。

編集はAdobe Premiere Pro / After Effects / Photoshopなどを使⽤
⽇本全国対応可能範囲

■箱根町 CM
“箱根 Hakone 年間PR”

■ JETRO 経済産業省 PR映像
“EduTECH Philippines ” ■ London Create Day  PR映像



■Director / Editor KANI

福岡県出⾝。
UTB映像アカデミー卒業。

番組制作会社・⾳楽制作会社を経て、現在に⾄る。
ミュージックビデオやLIVE、Web番組、WebCMの演出や編集などの多数の経験があり
幅広い視点での映像制作を得意とする。

また、ドローンを使⽤した空撮にも対応可能。

編集はAdobe Premiere Pro / Photoshopなどを使⽤
⽇本全国対応可能範囲

■多数アーティストのMVやコンサート映像、CMなどの制作実績を持つ。

※詳しくはお問い合わせください。



■Director 公⾨瑛介

徳島県出⾝。

⼤学在学中より動画制作を始める。
多くの芸能⼈・タレントのYouTubeチャンネルのディレクションを担当。

その他多くのYouTube動画を多数制作しており、様々な種類の動画制作
を得意としている。

編集はAdobe Premiere Pro / After Effects / Photoshop などを使⽤

⽇本全国対応可能範囲

■Sound Producer / Director ⽩井隆仁

⾳楽制作を得意としており、アーティストへの楽曲提供もしている。

また⾳楽のみにとどまることなく、映像ディレクターとしても活躍して
おり、⾳楽 / 映像両者の魅⼒を余すところなく引き出す映像制作を得意
としている。

編集はAdobe Premiere Pro / After Effects / Logic / AbletonLive
などを使⽤

⽇本全国対応可能範囲



動画について、何でもご相談ください。

info@pleete.com
03-4523-8580

(撮影中などは担当者が出られない場合があります。)


