
それは専門知識のいらない、まったく新しい動画編集。

マーケターや営業、メディア、編集者など、動画によるコミュニケーションを必要とする

人たちを悩ませる動画編集にかかる「コスト」「時間」「スキル」。そんな、ビジネスに

おける動画編集のあらゆる課題を、AIによる自動動画編集機能が解決します。

1

AI特許取得
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会社概要

2

高松 雄康

代表取締役社長兼 CEO

1996

2005

2010

2012

2015

株式会社博報堂入社

株式会社アイスタイル入社 取締役就任

株式会社アイスタイル 取締役CMO就任

株式会社アイスタイル 取締役COO就任

株式会社コスメ・コム 代表取締役就任

株式会社コスメネクスト 代表取締役就任

iStyle Global（Singapore）Pte.Limited. 代表取締役就任

株式会社オープンエイト創業

代表取締役兼CEO

石橋尚武

執行役員兼 CTO

2010

2013

2016

2017

社 名： オープンエイト（OPEN8 Inc.）

代表者： 高松 雄康

設 立： 2015年 4月 10日

従業員： 65名（2019年3月現在）

事業内容 ：SaaS事業 メディア事業 広告事業

会社概要

Company overview

東京大学卒業後、同大学院中退。

THE CLIPを創業

オープンエイトのCTOとして参画

技術統括として東京とシンガポールの2拠点を束ね、

OPEN8 CORE TECHNOLOGY開発の中枢を担う

調査企画：日本マーケティングリサーチ機構
調査概要：2019年11月
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VIDEO BRAINを構成する技術

3

10,000本の制作実績、数億回再生実績を元に独自ノウハウを搭載。

国内最大級のおでかけ動画メディアとなり、累計ユーザー数は延べ800万人。圧倒的な臨場感で

行ってみた、やってみたいとユーザーの心を動かすきっかけを提供するSPOT動画は多くのユー

ザーに評価を頂いております。ファン層とのコミュニティ形成も行い、弊社独自であるルトロン

クリエイターは現状100人を突破しております。

LeTRONC

国内最大規模のスマートフォンインベントリーのアドネットワークを形成。独自在庫として@cosmeを保持し

ており、女性向け商材を扱うブランド様からの指示が高い。

今までの取引実績は1000ブランドを超え、アドネットワークとしては国内でも上位の出稿額を誇る。

OP8 AD platform

Spot動画10,000本 累計ユーザー800万人

国内最大級30億imp 取引実績1000ブランド

えｓ
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VIDEO BRAINとは？
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”誰でも簡単”は当たり前に。“編集”はもっと自由に。
常に進化するAI動画編集クラウドサービスです。
PRODUCT KEY MESSAGE

3万通りの組合せ

独自のAI技術を用いて動画編集を行い

人が手を動かさずとも、絵コンテの生成

までAIがサポート。だからこそ実現できる

誰でもカンタン動画編集

AIサポート機能搭載

他ツールにはない、細かい編集領域。

テロップの編集からシーンのトランジション

まで編集の組み合わせは3万通り以上。

多彩な編集領域で競合を突き放すPDCA実行

2stepの動画制作

こだわり抜いたUIUXで誰でもカンタン

に編集作業が行えるよう設計。

普段業務が忙しいビジネスマンでも隙間時間

で動画施策の展開が可能に。

独自機能の搭載

スピーチダイジェスト機能や素材販売機能。

リアルタイムプレビューなど競合のツールに

はない機能が多く搭載。圧倒的なテクノロ

ジーで競合との差別化を実現。



© OPEN8 Inc.

動画市場の動向
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3,600page

弊社が運用する動画広告の実績でも

実数値として動画広告の優位性を確認できました。

※弊社Facebook広告実績参照

動画 vs 静止画 150％（CTR差）

科学的に動画の効果が良いというのは背景があり、動

画が伝えられる情報量の多さが静止画とは比較になら

ないためです。

1mの動画は約3,600pageに匹敵

年々増加傾向の動画広告市場ですが

2022年にはインターネット広告市場の約50%へ到達す

ると言われており、静止画から動画へシフトしていく

予想されております。

3年後には動画広告市場シェア約50%

VIDEO BRAINをご利用するお客様が見ている市況の変化

日本国内でサービス開始が予定されているのは2020年。

4Gの1000倍の「高速・大容量」、レイテンシー1mm秒

以下の「超低遅延」、従来の10倍以上のデバイスとの

「同時・多接続」を実現し、社会のスマート化を牽引し

ていくインフラ技術になると期待されている。

5G
50%

150％
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どの課題を解決するツールなの？
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貴社の抱える課題を解決するため「VIDEO BRAIN」をご提案致します

左2つの解決策 です

01

動画制作し放題

02

3万通りの編集組み合わせ

03

編集制限がほぼない

01 内製はスキルが足りない

02 外注はコストが高い

03 内製も外注も時間がかかる

01

PDCAが回らない

02

フォーマット固定

03

編集制限が狭い

ご注意
下さい

ツール導入 VB導入

1st 動画市場の課題 2nd 企業の課題
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導入前・導入後の比較イメージ
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外注費用が高過ぎて動画が検証実施できない

外注のディレクションに難航しクオリティが安定しない

動画制作のスキルがないため社内で運用できない

動画制作をしたいけど社内の稼働がパンパンで…

外注より
費用も時間も

削減！

導入前 導入後

外注費用を気にせず社内で制作し放題！！

自社で細部まで編集が行えるためクオリティが安定！！

カンタンなUIUXで動画制作をストレスなく社内で実現！！

たった数分で動画制作ができるため、隙間時間で動画制作！！

VIDEO BRAINをご利用のお客様の声（導入前、導入後の前後比較）

未経験でも
動画制作！
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ご契約頂いている企業一覧（一部抜粋）
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様々な業界の企業様にご導入を頂き、既に動画制作を自社実装している状態です。
※広告・マニュアル・広報・サイト内コンテンツ etc
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競合機能比較
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競合比較のポイントは“編集領域の豊富さ”です。PDCAを回す必須機能です。

他社

〇 〇

〇（フォーマット指定） 〇（AIサポート／プリセットフォーマット）

△（一部強調可能） 〇（色∞、テロップデザイン複数搭載、配置設定可能）

×（フォーマット固定） 〇（シーン単位の追加・編集・削除可能）

×（フォーマット依存） 〇（フリー音源70曲搭載、データアップも可能）

△（書出し後、確認可能） 〇（リアルタイムプレビュー）

月額10万～ 月額15万円

データの管理

動画制作のオリエン

動画制作のテロップ編集

動画制作のシーン編集

動画制作のBGM編集

動画制作のプレビュー機能

金額感

特許
申請中



自社のこだわりによって

生み出された編集領域の広さが、

高い品質を生み出す。

世に出すものだからこそお客様の細か

いこだわりを反映できるように

多くの部分で編集を行えるように開発

を行いました。

© OPEN8 Inc.

VIDEO BRAINの特徴
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こだわり抜いたUIUXで誰でもカンタン

に編集作業が行えるよう設計。

普段業務が忙しいビジネスマンでも隙

間時間で動画施策の展開が可能に。

また独自のAIサポートにより

普段動画編集を行わない方でもカンタ

ンに動画編集を実施

2stepで誰でも簡単
（UI / UX・AIサポート）

strong point

VIDEO BRAINをご利用頂くことで提供できる価値は下記の2点となります。

多岐に渡る編集機能
（3万通り以上のデザインの組み合わせを実現）
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VIDEO BRAINの編集機能
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※レイアウト分割を行った場合、静止画素材のみ利用可能です

01 素材レイアウト分割も変更が可能！

期間限定
Sale開催中

詳しくはこちら→

今なら全品
50%OFF

詳しくはこちら→

02 素材なしカラーマットも設定可能！

テキストだけでも

素材だけでも
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VIDEO BRAINの編集機能
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01 テキスト配置も指定が可能！ テキストのデザインも豊富！

自由配置もOK

デザインも色々！
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株式会社ウィゴー

VIDEO BRAIN きっかけで、

フォロワー 1万人増加

業種

アパレル

従業員数

2500 名

主な利用用途

SNS 

株式会社ウィゴー

株式会社ウィゴー

濱津様・平様



濱津様「ウィゴーでは、10代から20代前半の若者層から支持を集めるアパレ

ルブランドを多数展開しています。これからの 5G 時代にそなえて、動画活

用の検討を開始しました。」

© OPEN8 Inc.

株式会社ウィゴー

導入の背景・課題

検討の背景・決め手

平様「以前は SNS 運用担当者が動画を作ることはありませんでした。その中

でVIDEO BRAINを知り、これなら簡単に作れそうだと感じました。作成者の

スキルや知識によって動画のクオリティに大きな差が出ることもないだろう

と思い、導入に至りました。」

導入後の運用

導入後の成果

今後の展開

濱津様「今後はInstagramのフィードや Twitter の投稿など、他媒体にも、

VIDEO BRAIN で作った動画を使って、効果を見ていきたいと考えていま

す。」

株式会社ウィゴー

濱津様「 SNS 運用に対する社内の意識が大きく

変わりました。以前は半ばルーティンワークでしたが、積極的に動画・静止

画を定期的に投稿するようにしました。結果として、VIDEO BRAIN を入れた

月と前月を比較すると、フォロワー数 1万人増加、セッション数 154% 改善

し、Instagram経由の EC サイト収益が 133% 改善しました。」

平様「また、同じ商品で厳密に検証したわけではないので、動画だけの効果

ではないかもしれませんが、動画と静止画で比べると、動画のほうがリンク

のクリック数が 150% ほど多いという結果になりました。」

動画を本格的に作成したことはありませんでした

が、利用開始からすぐに動画の投稿を始めること

ができました。

平様「現在、WEGO のオンラインストアの

Instagramストーリーへの投稿に利用しています。

担当は私一人ですが、1本作るのに 10分程度で完

了しています。動画の投稿は大体週に 3本から 4

本程度です。
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株式会社ビズリーチ

自分だけで即日入稿

時間・コストの削減を実現！

業種

IT・インターネット

従業員数

1479 名

主な利用用途

動画広告・SNS 投稿

株式会社ビズリーチ

株式会社ビズリーチ

Future of Work 企画室

丹羽様 森様



VIDEO BRAIN があると自分たちだけですぐ作れる

ので、時間もコストも削減できました。」

森様「例えば夜のセミナーにまだ空きがある時には、

イベント後のパーティをアピールするような動画を

作ってみるなどの施策を考えて、その日のうちに動

画を制作し、入稿するということができました。」

© OPEN8 Inc.

株式会社ビズリーチ

株式会社ビズリーチ

導入の背景・課題

森様「私たちの Future of Work 企画室は『未来の経営と新しい働き方を共創

する』をテーマに、イベントの企画運営を行っています。」

丹羽様「イベントの集客や開催報告を行うなかで、文字や静止画だけでは、

イベントの特色や魅力を正しく伝えきれないと感じ、動画活用の検討をはじ

めました。」

検討の背景・決め手

森様「他の動画編集サービスにも問い合わせましたが、VIDEO BRAIN のほう

が対応が早く、また機能面でも好印象でした。」

丹羽様「当時弊社には写真素材しかなかったので

すが、VIDEO BRAIN なら写真からでも良い動画

が作れたので、導入を決定しました。」

導入後の運用

使ってみた感想

今後の展開

丹羽様「5月に導入し、6月5日がイベント開催日

だったため、基本的には集客のための動画広告

で利用しました。

※ インタビュー実施日（2019年6月13日）時点での内容です

丹羽様「自分たちが伝えたい内容を、すぐに思った通りのかたちにできるの

で、非常に楽しいです。」

森様「まだ導入して1カ月ですが、作成にかかる手作業の時間は1本に30分ほ

どです。」

丹羽様「今回動画を作成し、イベントのどのような特徴をお客様に伝えたい

かがより明確になりました。なので、6月のイベントでそれを伝えるための写

真や動画を中心に撮影し、次のイベントに使用する予定です。」

森様「動画を活用することで、単なる集客ではなく、イベントの世界観に共

感してきて頂けるようなお客様をより多く集められればと考えています。」
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株式会社かんき出版

プレスリリースの効果が180％

改善、取材問合せも増加！

業種

出版

従業員数

48 名

主な利用用途

プレスリリース・SNS 投稿・動画広告

株式会社かんき出版

株式会社かんき出版

酒泉様



酒泉様「弊社ではビジネス書のほかに、ダイエットや育児、語学などの実用

書を多く取り扱っています。プレスリリースや SNS で情報を拡散する際、静

止画よりも動画のほうが伝えやすいと感じ、動画活用の検討をしました。」

© OPEN8 Inc.

株式会社かんき出版

導入の背景・課題

検討の背景・決め手

酒泉様「以前は外注や内製での作成を行っていました。ですが前者はリリー

ス配信タイミングの調整が難しく、後者は時に数日ほど動画制作に取られて

いました。そんな時、Instagram の広告で初めてVIDEO BRAINを見て、「簡

単そう！」と思い問い合わせました。ちょうど他の部署も動画のニーズがあ

り、便利そうなサービスだなと思い、導入を決定しました。」

導入後の成果

今後の展開

酒泉様「今後はInstagramのストーリーでの展開も行いたいと考えています。

VIDEO BRAIN は一つの動画で画角をワンクリックで変更できるので、とても

助かっています。」

株式会社かんき出版

酒泉様「プレスリリースの滞在時間が増え、PV も

2倍になりました。また、取材のお問い合わせも増

えました。1分足らずで書籍のポイントが理解でき

るのが良いのかと思います。

また、当社の SNS をフォローしている書店様が動画を見て「店頭サイネージ

で流したい」と言ってくださることもあります。本は読者に見つけてもらう

ことが重要なのですが、動画があると著者さんも SNS で拡散してくれます。

動画広告も運用しているのですが、Amazon の総合順位が上位のときに、動

画広告を SNS で流すとその順位をキープできることもありました。著者様が

テレビ出演した際も、その放映日に動画を作って配信することができました。

外注だと難しかった動画の完成タイミングも、簡単に社内で作れる今なら、

思い通りに調整できます。」実際の運用

酒泉様「現状は月に4本ほど、新刊リリースのタイミングに作成しています。

担当編集者と伝えたいことを絵コンテに起こして、VIDEO BRAIN で動画を作

成しています。作成した動画はプレスリリースや自社の SNS 投稿、動画広告

などに利用しています。最近では著者様に協力していただいて、スマート

フォンで撮影した動画を VIDEO BRAIN で編集して掲載しています。」
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株式会社ヌーヴ・エイ

動画で SNS の完全視聴数

130% 改善

業種

教育

従業員数

569名

主な利用用途

SNS・店頭サイネージ

株式会社ヌーヴ・エイ

株式会社ヌーヴ・エイ

高橋様



高橋様「まだ本格的に使い始めて 2カ月なので、

まずは私が率先して動画を作り、効果の高さを社

内に広めています。

高橋様「当社は「雑貨専門店」を核とし、腕時計を扱う TiCTAC や、眼鏡の

POKERFACE、化粧品の ROSEMARY など様々なブランドを展開しています。

その中で、SNS でのユーザとのコミュニケーションをもっと密にしようと、

動画の活用を検討しました。」

高橋様「基本的にはInstagramのストーリーズや店頭のサイネージで動画を配

信しています。店頭でもポスターからサイネージに変わっているところが多

いので、活用の機会は増えそうです。

Instagram では、同じ企画の投稿だとしても、静止画より動画の完全視聴率

の方が 3割ほど高くなっています。訴求内容をより深く伝えられているのだ

と思います。ストーリーズから EC サイトへ遷移する数も増えています。」
また、SNS 投稿だけではなく店頭やサイネージな

ど汎用的に活用できそうな点も魅力でした。」

© OPEN8 Inc.

株式会社ヌーヴ・エイ

導入の背景・課題

検討の背景・決め手

高橋様「動画に興味はありましたが、制作経験のある人間がおらず、なかな

か手を出せずにいました。そんな時、VIDEO BRAIN を知りました。これなら

写真とテキストだけで良い動画が作れそう、動画の知識がなくても始められ

そうと感じました。

導入後の運用

導入後の成果

使用した感想・今後の展開

高橋様「今後は動画の撮影にも取り組んでいきたいと考えています。商品の

写真を撮るタイミングで動画も撮れないか打診しています。また、EC サイト

やブランドサイトへの動画の組み込みも、システム上難しい面もありますが、

考えていければと思います。」

株式会社ヌーヴ・エイ

各ブランドの担当者は多忙なため、簡単にできるとはいえ、新しいものをす

ぐにワークフローに組み込んでもらうのは難しかったためです。

しかし、すでにうちでも使いたいという声が出ています。キャンペーンなど

があると、「動画を作ってほしい」「こういうものは作れないか」と依頼さ

れることも増えました。」
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株式会社シティーヒル

株式会社シティーヒル

MAJESTIC LEGON 事業部

久米様

制作単価20万円から、

1万円まで削減

業種

アパレル

従業員数

763 名

主な利用用途

SNS 配信

株式会社シティーヒル

21



久米様「動画を活用することで、ブランディングや商品紹介など、様々なメ

リットがだせると思いました。

そこで、一度動画制作を外注し、20万円ほどで 1分程度の動画を制作しまし

た。外注制作は完成までのやり取りに時間を要し、また単発のコンテンツで

は効果に関しても明確な手応えを掴むまでには至りませんでした。」

© OPEN8 Inc.

株式会社シティーヒル

株式会社シティーヒル

導入の背景・課題

検討の背景・決め手

支援本部経営企画部部長 近間様

久米様「以前制作した動画では明確な手応えを得るまでに至りませんでした

が、Instagram のストーリ―用に 15秒の動画を沢山作れば、違った結果にな

るのではと思いました。」

近間様「これから動画がくるのは間違いないので、

動画活用を始める方法を模索していました。その

中で、VIDEO BRAINは使用感が圧倒的に簡単で

した。さらに、素材とテキストを AI が自動で

マッチングするという機能も画期的です。自社で

動画を制作する仕組みを整えるには時間もコスト

もかかりますが、これなら今の体制のまますぐに

動画活用を始められると思いました。」

導入後の運用

久米様「私は動画制作の経験がなく、IT にもあま

り詳しくないのですが、VIDEO BRAIN はすぐに

使えるようになりました。最初に利用方法などを

レクチャーしていただいた後、すぐに Instagram 

などに載せる動画の制作を始められました。」

導入後の成果

久米様「VIDEO BRAIN を導入してから1カ月で、私一人で月10本作れるよう

になりました。以前は1本20万円かかってましたが、現在は1本1万円近くま

で抑えられています。新しい商品が出たらすぐ、ストーリーでユーザに情報

を届けられます。」

今後の展開

近間様「今は MAJESTIC LEGON の Instagram だけで使用しているので、今

後は Twitter など他 SNS、EC サイト、また他ブランドでも、VIDEO BRAIN 

で動画を制作し、活用していきたいです。」

久米様「私のほうでも、ストーリーだけでなく IGTV などでも活用していき

たいです。簡単に作れるため、色々な活用方法が可能です。」
22
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株式会社コムセンス

EC 転換率が 110% 改善

業種

小売り

従業員数

65 名

主な利用用途

EC での商品紹介

株式会社コムセンス

株式会社コムセンス

営業推進本部

松尾様



められるほど簡単です。テキストと画像を入れ

ると、AI が自動でマッチングしてくれるところ

も助かっています。」

© OPEN8 Inc.

株式会社コムセンス

株式会社コムセンス

導入の背景・課題

松尾様「弊社では現在、地元熊本県産を中心に九州の農作物や農産加工品を

ECで販売しています。その中で、動画のほうが写真や文章だけよりも、商品

の良さをよりリアルに感じていただけるのではと考えていました。

ですが、動画は工数やコストがかかるために中々手が出せていませんでした。

特設ページを作るようなイベントの時に1分ほどの動画を社内で制作しました

が、編集に 8時間ほどかかりました。」

検討の背景・決め手

松尾様「VIDEO BRAIN の紹介を聞いたとき、まさにこれからの 5G 時代を

導入後の運用

導入の効果

今後の展開

※ インタビュー実施日（2019年6月18日）時点での内容です

松尾様「現在は写真素材だけで動画を制作しています。9月頃からは主力商品

の一つであるみかんの販売が始まるため、みかんはそのシズル感をよりダイ

レクトに伝えられるよう、動画の撮影も行っていきたいと考えています。

その他にも、VIDEO BRAINをフル活用することで、これまでアイデアどまり

だったいろんなイメージを実現していきたいです。どんどんバージョンアッ

プしていくVIDEO BRAINならそれを可能にしてくれると思います。」

松尾様「弊社メイン商品である柑橘類やギフト

商品、イベント時の特設ページなどに、作成

先取りしたサービスだと思いました。またこれまでに自分たちで撮影してき

た画像も、VIDEO BRAINによって新たな生命を吹き込まれたような感覚で、

とても感動しました。こんなに簡単に動画が作れるのであればEC事業に新た

に生かせる！と思い導入を決めました。」

松尾様「現在は私とアルバイトの人が主に動画編集を行っています。どちら

も未経験ですが、現在は合計で1カ月に15本ほど制作しています。操作感で

すが、アルバイトの人に数枚程度のマニュアルを渡しただけですぐ制作を始

した動画を掲載しています。

当社でも様々な施策を日々並行して行っていますが、一度動画のありなしで

数値が異なるのかを試したことがあります。その際は、動画があったほうが、

ないものより 110% ほど転換率が改善していました。

やはり動画があったほうが、どういう商品かというのがイメージしやすく、

そこから転換率アップにつながったのかなと思います。」



株式会社三省堂

デジタル事業推進部

⽯原様

© OPEN8 Inc.

株式会社三省堂

未経験でも、

1人で月10本制作を実現

業種

出版

従業員数

155 名

主な利用用途

社内外向けマニュアルの作成

株式会社三省堂



⽯原様「動画を使わないと効果を最大化できないコンテンツが増えてきたの

が、動画活用を検討した理由です。私の部署が扱っている電子教科書の使い

方を利用者様に説明するにも、商品の特色を紹介するにも、文字や静止画よ

り動画のほうが良いと思いました。」

⽯原様「教員のお客様の中には、デジタル教科書の操作方法に不慣れな方が

少なくありません。また、説明書をじっくり読む時間がないほど多忙な方が

多いです。そのため、動画のほうがいいのではと考えていましたが、実際一

度動画をお見せした際、「これなら分かりやすい」という感想をいただきま

した。」

ところ、VIDEO BRAINを見つけました。実際の

操作画面を見て、パワーポイントのように直感的

に動画が編集できるなと感じました。

私の部署も全国を飛び回っており、当社には動画

にかかりきりになれる人がいません。その中で、

VIDEO BRAIN なら誰でもすぐに動画を作れそう

だと思い、導入を決定しました。」

© OPEN8 Inc.

株式会社三省堂

株式会社三省堂

導入の背景・課題

検討の背景・決め手

⽯原様「Adobe 製品なども検討しましたが、動画編集スキルをもっている人

間が社内におらず、作成に時間がかかってしまったため、断念しました。ま

た作成したい動画も、凝ったものというよりは、短時間で伝えたいことが正

しく伝わるようなものでした。簡単に動画を編集できるツールを探していた

導入後の運用

⽯原様「現在、私のほうで月10本前後の動画を制作しています。私の所属す

るデジタル事業推進部では、主にデジタル教科書のマニュアル動画を制作し

ています。また別途、販売部で商品の紹介動画も制作しています。」

導入後の成果

使用した感想・今後の展開

⽯原様「シーンの入れ替えなどが簡単にできるため、助かっています。無料

で使える BGM も充実しています。また、バージョンアップが定期的に行わ

れ、新機能が随時追加されていくのも良いところです。

今後は社内向けの説明会動画や、一般のお客様向けのマニュアル動画など、

様々な分野で動画の活用を進めていきたいと考えています。」
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学校法人 新潟福祉医療学園

SNS 投稿の効果が

140% 改善

業種

教育

従業員数

42 名

主な利用用途

SNS 投稿

学校法人 新潟福祉医療学園

学校法人 新潟福祉医療学園

田村様

27



田村様「高校生はスマートフォンなどで、情報を得ることが一般的になって

います。今まではオープンキャンパスや学校についての情報を文字や写真で

発信していましたが、情報量が少ないと感じていました。動画なら学校につ

いてのより詳細な情報を、より興味を持って見てもらえるのではと思い、動

画活用の検討を始めました。」

© OPEN8 Inc.

学校法人 新潟福祉医療学園

学校法人 新潟福祉医療学園

導入の背景・課題

検討の背景・決め手

田村様「無料ソフトなどで作成してみてはいましたが、本格的に動画を活用

するというところは中々踏み出せずにいました。

そんな中、VIDEO BRAIN を見て、これなら簡単に作れそうだと感じ、導入を

決定しました。」

導入後の運用

基本的にはオープンキャンパスの様子をタブレット

で撮影し、それを VIDEO BRAIN にいれて動画を制

作しています。

制作した動画は、Instagram などの SNS に投稿して

います。」

導入の効果

田村様「Instagram でのインタラクションもインプレッションも、静止画と

比べて 140% 改善しました！やはり動画のほうが静止画よりも見られている

なと感じます。

また、VIDEO BRAIN を使い始めたことで、動画制作に対するハードルも下が

りました。以前は、動画を作るのが億劫でしたが、今では手軽に作れるので、

コンスタントに動画制作を行えています。」

今後の展開

田村様「受験生向けに、オープンキャンパスの周知や授業内容の紹介などに

利用しています。無料ソフトで作っていた時は 30分くらいかかっていました

が、VIDEO BRAIN なら 10分程度で完成します。AI がテキストの要約や画像

とのマッチングを自動で行ってくれるため、時間短縮になっています。

※ インタビュー実施日（2019年6月10日）時点での内容です

田村様「今後は動画の撮影も行い、それをもとに VIDEO BRAIN で動画制作

を行いたいです。また、在校生向けに、実習授業のポイントを動画で伝えた

り、音声を自動でテロップ化する VIDEO BRAIN の機能を用いて、授業の一

部を動画にするなども試してみたいと考えています。」



© OPEN8 Inc.

株式会社南福岡自動車学校

従来の体制を変えずに、

複数の動画広告運用を実現

業種

教育

従業員数

133 名

主な利用用途

動画広告・SNS 

株式会社南福岡自動車学校

株式会社南福岡自動車学校

瓜生様



瓜生様「私ともう1人がVIDEO BRAINを使っています。2人ともフリーソフト

などで動画編集の経験はありましたが、仕事で行ったことはありませんでし

た。それでも、4月に導入し、その月のうちに 10本弱作成できました。」

瓜生様「南福岡自動車学校は、入校生の方に楽しんで学んでいただけるよう、

ユニークな教材を制作したり、指導員が全員ほめる達人検定3級を取得するな

どの取り組みを行っています。他校のバンパー広告の成功事例を見かけ、動

画活用の検討をはじめました。」

VIDEO BRAINで15分程度で作成しました。音楽を選ぶのに10分、動画編集5

分くらいでした。実は 2、3 日前に動画を制作していないことに気づいたので

すが、すぐに対応できました。

さらに、本校では Instagram のストーリーも運用しているのですが、

Youtube の動画広告の画角を変えて展開することができました。VIDEO 

BRAIN で、大体 5分くらいで作業完了しました。」方法を探していた時に VIDEO BRAIN を見つけました。実際のデモを見た際

も、驚くほどスピーディに動画が作れるなと思い、導入を決定しました。」

© OPEN8 Inc.

南福岡自動車学校

導入の背景・課題

検討の背景・決め手

瓜生様「以前は、別の用途で作成した6分程度の動画を、編集スキルのある教

務員が 6秒に編集しなおして Youtube の動画広告に利用しました。ですが、

本業務の傍らに動画編集を行うには限界があり、既存の動画を使ったとして

も、月に1本の制作が限界でした。動画制作にかかる工数、時間を削減できる

導入後の運用

導入後の成果

使用した感想・今後の展開

瓜生様「今回で体制を変えずとも簡単に複数動画を作れるということが分

かったので、より本格的に運用していきたいと考えています。VIDEO BRAIN 

は、動画のテイストや雰囲気をゼロから作るのではなく、フォーマットを選

ぶだけでスタイリッシュな動画を作れるので、非常に助かっています。ス

ピーディな動画制作を実現できています。」

株式会社南福岡自動車学校

瓜生様「5月は4月に作った動画を使って、今ま

でできていなかった複数の動画広告の同時運用

を試験的に行いました。また、本校では高校な

どにむけて自転車の安全講習を行っているので

すが、そのオープニングムービーも
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株式会社アクティオ

学生に寄り添った動画制作で、

採用の活性化へ！

業種

レンタル・リース

従業員数

8,359名

主な利用用途

新卒採用向けコンテンツ作成

株式会社アクティオ

株式会社アクティオ

高橋様 寺脇様



寺脇様「現在の主な施策は、若手社員70人のイン

タビュー動画を学生向けに作成することです。12

月初旬からLINE＠で順次公開する予定です。」

福田様「今後は社員インタビューだけではなく、

高橋様「学生にとって、動画コンテンツを閲覧することが日常的になってき

た今、生活習慣・生活スタイルに合わせた採用活動を行うためにインハウス

での動画制作を検討しました。学生との連絡手段がメールからLINEへ変更し

たことも検討のきっかけになりました。」

高橋様「社内の採用関係者向けに動画を流した際は、パワーポイントよりも

動画のほうが伝えたい内容を形にできると感じました。作りたいものがすぐ

作れるというのはやはり魅力の一つです。また学生向けの動画に関しても、

学生の「企業の本来の姿が見たい」という希望にマッチするのは、きれいな

外注制作の動画よりも、VIDEO BRAIN で作成した動画かと思います。見やす

さや品質は担保しつつ、「本来の姿」に近いものができます。」
高橋様「専門知識の必要がないことが決め手の一つ

でした。今の体制でも、スピード感を持って始めら

れることも大きな魅力でした。」

© OPEN8 Inc.

株式会社アクティオ

導入の背景・課題

検討の背景・決め手

福田様「web広告を見て問い合わせをしました。外注制作だと納期の調整が

難しかったり、こちらの希望が思ったように反映されなかったりしたので、

社内で簡単に作れるツールがあるなら便利だと思いました。」

導入後の運用

導入後の成果

使用した感想・今後の展開

高橋様「採用には複数のフェーズがあります。適切な時期を捉えて、適切な

情報をこまめに提供していくことが大切だと思っています。全てのフェーズ

で、VIDEO BRAINで制作した動画を活用できると考えています。

また合同説明会の時期には、会社説明の動画やコンセプトムービーも作って

いきたいです。入社式や研修といったイベントレポートを学生向けに作って

配信することも考えています。」

株式会社アクティオ

様々な場面での利用を考えています。学生の入社前の不安を払拭するために、

内定式の様子をLINE@で流すなど、色々なことができると感じています。ま

た、弊社は採用に関わる人間が全国に多くいるのですが、今年の採用のコン

セプトを伝えるための動画を作成し、意思統一を図るなども行いました。」
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社内事例

33

社内のメディア運用にも積極的に活用。社内インフラとして稼働しております。

1日25本配信
（Max 月500本）

新卒1人で担当
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コストパフォーマンスの比較

34

大幅なコスト削減により、様々な業界での成功事例を多数創出しております。

3時間 20万円

2万円20分

導入前 導入後 導入後導入前

1コンテンツの編集時間 1コンテンツの制作単価

88%削減 90%削減
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競合優位性

35

スピーチ動画を管理画面に取り込むだけで

音声認識後、テロップを自動挿入。独自のAI

で文節を読み取りストーリーで分解が可能に。

スピーチダイジェスト機能

リアルタイムプレビューや、一括画画調整機

能（縦型・横型・正方形）メディアライブラ

リ機能など多数機能搭載。

その他機能盛りだくさん

amana,pixta,ルトロンの素材約3,000万点を

管理画面内から買い付け可能に

素材販売サービス

動画一本あたりの制作時間は数分だが一括で

大量の動画生成を行うのは時間がかかる。

そんな課題を解決するサービスです。

複数動画生成サービス

他社にはないテクノロジーを多数搭載しており、他ツールとの差別化を実現

追加予定

β版
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料金プラン

初期費用

ユーザー数

動画制作本数

スタンダードプラン

￥150,000 / 月

（1年契約）

￥200,000（初月のみ）

1ユーザー

無制限

エンタープライズプラン

￥300,000 / 月

（1年契約）

￥300,000（初月のみ）

5ユーザー～応相談

無制限

VIDEO BRAINプラン

自社ブランド・サービス向け

制作代行 5本納品/月（+10万）

追加ユーザー費用 ￥ 50,000

ルトロンニュース配信 ー 1本/月 掲載可能（+0円）

人気プラン♚

2本納品/月（+0万）

ー

専属サポート担当 あり あり

勉強会・セミナー開催 1回（+10万） 1回 / 月（+0万）

36



© OPEN8 Inc.

料金プラン

37

初期費用

ユーザー数

追加クライアント費用

クライアント”1社限定”プラン

￥200,000 / 月

（1年契約）

￥200,000（初月のみ）

1ユーザー

￥ 200,000

クライアント”フリー”プラン

￥300,000 / 月

（1年契約）

￥200,000（初月のみ）

1ユーザー

ー

VIDEO BRAINプラン

代理店・制作会社向け

素材販売機能の利用 OK

追加ユーザー費用 ￥ 50,000

動画制作本数 無制限
20本まで/月

21本～：¥20,000/本

NG

￥ 300,000
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VIDEO BRAIN_制作代行サービス

38

制作代行サービス料金

￥100,000 / 5本

動画秒数（尺）： 180秒まで

【納品までの流れ】

入稿フォーマットに従って
テキスト、画像等の素材を頂きます。

動画制作・確認
（リテイク1回まで）

翌日納品

VIDEO BRAINにて動画作成を代行

※本サービスは前提としてVIDEOBRAINをご利用頂いている
お客様限定となります。

※5本以上の制作依頼の場合はご相談下さいませ。

翌日納品で

VIDEO BRAINにてオープンエイトが代理で動画制作
入稿フォーマットはこちらからダウンロードして下さい：
https://go.video-b.com/nyuko_format

https://go.video-b.com/nyuko_format
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契約後の流れ
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1

ご契約頂きましたお客様には、専任のカスタマーサクセスが伴走させて頂きます。（無償）

2 3キックオフMTG実施 定例会の実施 定期レビュー

運用期間中のご不明点やご相談に関しては
弊社カスタマーサクセスが【メールor電話】にてサポート対応をさせて頂きます。

サクセスマップの作成
導入背景・目的の明確化
利用開始サポート
勉強会の実施

活用状況の確認
不明点の解決
アクションの催促
スケジュール整理

導入効果の検証
課題の解決の確認
未着手部分の整理
今後のロードマップの策定

初回 月次~隔月 半期
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Q&A（契約形態について）
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Question1 Answer1

Question2 Answer2

Question3 Answer3

Question4 Answer4

Question5 Answer5

無料トライアルプランはありますか？ 申し訳御座いません。
現在はトライアルプランはご提供しておりません。

半年や3カ月などライトな契約プランはありますか？ 申し訳御座いません。現在は原則年間契約でお客様にご案内しております。

アカウントをメーリングリストで発行して複数人で
利用することはできますか？

個人の企業ドメイン発行のアドレスに付与になるためできません。

管理画面を一度触りたいのですが、触ることは可能でしょうか？ 弊社にて不定期にデモアカウント体験会を行っておりますのでそちらでしたら
参加者の皆様にアカウントを発行して体験して頂くことができます。

支払い方法や支払いサイトはどうなってますか？ 前払いかつ、支払いサイト30日。一括払いが原則のお支払方法となっております。
※お客様の要望によっては分割払いも可能となっております。



© OPEN8 Inc.

Q&A（書出しについて）
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Question1 Answer1

Question2 Answer2

Question3 Answer3

Question4 Answer4

Question5 Answer5

書き出しのファイル形式は何になりますか？ mp4のみの書き出しとなります。

書き出しのサイズは指定できますか？ こちらは指定できません。

書き出し前に他メンバーと共有を行うことはできますか？ 今後アップデート予定ではございますが、現状ではできません。

書き出したファイルの著作権は永続的に弊社のものとなりますか？ 書出し後のファイルに関しては貴社の著作物となります。
管理画面に残っているものに関しては解約後弊社の著作物となります。

書き出したファイルの使用範囲は指定はございますか？ 自社でご利用頂く形は問題ございません。
販売を行う場合は弊社でお伝え頂きプランの変更を行う必要が御座います。
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動作環境・入稿規定
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動作環境 入稿規定

【必須要件】

OS ： windows 7以降/ macOS 10.12 Sierra 以降

ブラウザ：Chrome（最新版） / Edge （最新版）

CPU：corei3以上

memory：4Gbyte以上

解像度：1366×768以上

【推奨要件】

CPU：corei5

memory：8G

解像度：1920×1080

静止画：

形式…jpg、png

容量…1ファイル当たり最大 10MB

動画：

形式… mp4、mov 

容量… 1ファイル当たり最大 500MB

ピクセル … 2560 × 1440（WQHD）以下

※ 4K 動画には対応しておりません

※ H.265 コーデックはサポート対象外です

BGM：

形式… mp3、wav

容量… 20MB（mp3）、200MB（wav）

ロゴ：

形式…png、jpg

容量…1ファイル当たり最大 10MB



AI特許取得

それは専門知識のいらない、まったく新しい動画編集。

マーケターや営業、メディア、編集者など、動画によるコミュニケーションを必要とする

人たちを悩ませる動画編集にかかる「コスト」「時間」「スキル」。そんな、ビジネスに

おける動画編集のあらゆる課題を、AIによる自動動画編集機能が解決します。
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