
心を動かす
動画づくり

会社案内

私たちが生み出す動画は、

世の中を「動かす画」づくりなのです。

心を動かすことで ビジネスを動かし

人をハッとさせ、ワクワクさせホッとさせ、
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私たちについて

動画コミュニケーションの時代に、進化するアナロジカル（Advanced Analogical）と
いう意志を込めて、大文字のAを重ね合わせた、名前にしました。また、ワンストップ・ワ
ンチームでの動画制作会社の草分けとしての“A”、クオリティとコストを高次元で実現す
る“A”クラスという意味も込めました。ますます変化していく動画環境に対して、高いプ
ロフェッショナリズムを発揮する集団として、人の心とビジネスを動かすアウトプット
を提供していきます。
どんなに正しいコミュニケーション戦略やメディアプランも、どんなにリーゾナブルで
システム化された制作プロセスも、出来上がった動画が相手の心を動かさなければ何の
価値もありません。私たちが生み出す動画は、人をハッとさせ、ワクワクさせホッとさせ、
心を動かすことでビジネスを動かし世の中を「動かす画」なのです。
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事業内容 WEB・SNS用動画の制作 ／ WEB・TVCMの制作 ／ WEB・TV番組の制作 ／ 
 WEB・SNS LIVE配信番組の制作 ／ 企業紹介動画、製品・サービス紹介PVの制／  
 展示会用映像の制作 ／デジタルサイネージ向け映像の制作 ／  
 舞台等ステージ演出映像の制作 ／ ミュージックビデオの制作 ／  
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 動画は人が作り、人が見るもの。作り手がひとつの強い思いを共有してゴー
ルを目指すことが、動画づくりにとって最も大切なことです。私たちは、
ワンストップワンチーム体制での動画制作の草分け的存在として、豊富な
経験値と磨きあげたプロの技術を社内に所有しています。プランニングと
ディレクションとプロデュースが一体化したチームとして、クオリティと
コストを高次元で実現するカルチャーを持っています。

ONE STOP ONE TEAM

私たちの強み

企画 キャスティング 撮影

CG・デザイン 音効 音調整・ナレーション収録

ヒアリング

編集

WEB TV OOH etc.SNS

ご納品
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企画、撮影、編集、CGなど映像制作に関わる幅広く複雑
なサービスをワンストップ・ワンチームで行っています。
B to Bからサブカルチャーまで、映像の作風とジャンル
の幅広さがAA MOVIEの強みです。

動画制作

スマホの普及や5Gなどの通信環境の変化から、動画制作とWEB制作は切っても切れないもの
となりました。動画との相乗効果を最大限にするWEB制作、統一感のあるクリエイティブを実
現いたします。

WEB制作

意外とご要望が多いのが、動画の内容を紙媒体にも落とし込みたいというもの。動画とのセッ
ト制作で、より多くの人に想いを届けることができます。ロゴ制作やパッケージデザインなど
まとめてオーダー可能です。

グラフィック制作

最高の動画を、最高速で。
ワンストップ、ワンチームのAA MOVIEにお任せください。

ご要望の多かったWEBとグラフィックの制作も、
「ワンストップ」でご依頼いただけるようになりました。

事業内容
CG合成や技術セットを組む大掛かりな撮影からイラストや既
存の動画素材を生かしたテクニカルなものまで、規模に応じた
柔軟な制作をいたします。

CM
制作

WEBやSNSの発展で需要の高まった、プロモーションビデオ。
しっかりとした説明から、イメージ重視の内容まであらゆる制
作手法を駆使してニーズにお答えします。

PV
制作

テレビ番組やドラマも多数制作。脚本作りから、有名タレント
のキャスティング、ユーチューバーとのタイアップまで安心し
てお任せください。

番組
制作

Youtube Liveなどの配信番組の制作にも積極的に取り組んで
います。簡易な配信から大規模な配信までフレキシブルに対応
しています。配信システムの構築や運用もサポートいたします。

ライブ
配信

デジタルサイネージや3DCGムービーなど映像のニーズには、
なんでもお答えします。

その他
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動画に特化し、動画のあらゆるニーズに応え続けて20年。
AA MOVIEには1万件以上の映像制作実績があります。

三菱電機　企業CM 
宝島社　企業CM 
UCC　ブラック・無糖 
黄桜　日本酒ハイボール 
YAMAHA　YES! YAMAHA 
マルハン　企業CM 
東京ドームシティアトラクションズ 
Renta 新作タイトル告知CM 
首都高速　利用促進キャンペーン 
田辺三菱製薬　製品CM 
横河電機　リクルートCM 
JRA　サービス紹介CM 
NHK　キャンペーンCM 
丸井グループ　コラボCM 
ビッグローブ　SIMサービスCM 
Re:ゼロから始める異世界生活　ゲームタイトル 
バンダイナムコエンターテインメント　デジモンシリーズ 
アトラス　ペルソナシリーズ 
コナミデジタルエンタテインメント　カードゲーム 
バンダイ　男児・女児玩具CM 
カワダ　女児玩具CM 
セガトイズ　アンパンマンシリーズ 
マテル・インターナショナル　フィッシャープライスシリーズ 
エポック社　女児玩具CM

WEB・TVCM の制作

製品・サービス紹介PVの制作

JRA　マナーアップキャンペーン 
資生堂　商品紹介 
丸の内　KITTE 
ダイハツ　販促PV 

テレビ東京　おはスタ　ベイブレード　ドラマ
テレビ東京　おはスタ「テレビ野郎ナナーナ」
テレビ東京　おはスタ「おばけずかん」
テレビ東京　イケない足し算『A』+『B』
KDDI　WEBドラマ

WEB・TV 番組の制作

BS11　アニゲー☆イレブン
BS12　トゥエルビ　ハワイに恋して
バンダイ　スーパードラゴンボールヒーローズ
ブシロード　バディファイト
エヴァンゲリオンストア　エヴァストアちゃんねる

WEB・SNS LIVE 配信番組の制作

ブシロード　D4DJ配信番組 
ブシロード　BanG Dream! 配信番組 
コナミデジタルエンタテインメント　カードゲーム配信番組 
バンダイナムコエンターテインメント　ガンダムシリーズ配信番組 
マーベラス　WACCA配信番組 
gumi ゲーム紹介番組 
滋賀県　トーク番組

企業紹介動画の制作

バンダイスピリッツ　企業紹介 
エイベックスアーティストアカデミー　学校紹介 
みずほ銀行　ショートムービー 
DIC　企業紹介 
丸紅情報システムズ　企業紹介 
東京理科大学　学校紹介 
菊川工業　企業紹介 
宝醤油　企業紹介

事業実績
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アルパイン　商品PV 
ソニー・ピクチャーズ　映画プロモーション 
NetFlix 泣きたい私は猫をかぶる 
アトラス　商品PV 
カプコン　商品PV 
コナミデジタルエンタテインメイント　商品PV 
GREE　商品PV 
スクウェア・エニックス　商品PV 
スパイク・チュンソフト　商品PV 
セガ　商品PV 
DeNA　商品PV 
バンダイナムコエンターテインメント　商品PV 
マーベラス　商品PV 
エポック社　商品PV 
カワダ　商品PV 
タカラトミー　商品PV 
バンダイ　商品PV 
マテル・インターナショナル　商品PV

ITS　ゼンリンブース 
エコプロダクツ　APPブース 
製造・設計ソリューション展　丸紅情報システムズブース 
大東建託　イベント 
東京ゲームショー　マーベラスブース 
東京ゲームショー　カプコンブース

展示会用映像の制作

宝塚歌劇団 月組公演 
『I AM FROM AUSTRIA-故郷(ふるさと)は甘き調(しら)べ-』 
オープニング・演出映像 
GUNDAM FES.『LIVE-BEYOND』ステージ演出映像

舞台等ステージ演出映像の制作

カシオ計算機　商品広告 
丸井グループ　エポスカード 
東急リバブル 
バンダイナムコエンターテインメント　商品広告 
森永製菓　ハイチュウ

デジタルサイネージ向け映像の制作

くるり　MV 
Syrop16g　MV 
中村繪里子　MV 
ミライアカリ　MV

ミュージックビデオの制作

俳優 
タレント 
声優 
アーティスト 
YouTuber等多数

キャスティング

遊戯機内CGムービー 
デジモンワールドネクストオーダー　CGムービー 
映画「大木家のたのしい旅行　新婚地獄篇」 
SIGGRAPH出展作品　花鳥風月 
三代目 J SOUL BROTHERS　MV 
渋谷キューフロントクリスマスイルミネーション

3DCGの制作

事業実績
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問題の解決

動画を作りたいけれど、考えることが膨大すぎて手配の時
間がさけない

Q

1の言葉を100にするをモットーに “動画を作りたい” の
ひとことで、適切なご提案をいたします。まずはお気軽に
お声がけください。

A

企業PVを作ろうと思って料金表のあるリーズナブルな会社
に頼んだはいいものの、結局追加追加で割高だったり、言
われたことしかやってくれなかったり

Q

ご予算に応じてぴったりのプランをご提案いたします！数
万円でも数十万円でも結構です。まずはご予算・ご都合を
お聞かせください。

A

YouTube動画を社内で作ってきたのだけど、業務の負
担でどうにもならない状態に。しっかりしつつ安くあ
げてくれないだろうか

Q

私たちは毎週のようにYouTube動画をアップし続けて
います。手軽さを重視してリーズナブルに対応してお
りますのでお気軽にご相談ください。

A

動画が作れる会社さんって作るだけなんだよね？ブラ
ンディングや広告、動画と連動したWEBやグラフィッ
クの制作をまとめてお願いできないかな？

Q

信頼のおけるパートナー企業と共に、ブランディング
やWEB制作、動画以外のクリエイティブにも対応しま
す。どんなことでもご相談ください。

A

1週間後に動画が必要になってしまいました！Q

短納期も大歓迎です！1万件以上の制作実績による経験と
ノウハウ、インハウスの制作体制による高効率で、全力で
ご要望にお応えします。

A

アフターコロナを見据えてLIVE配信に取り組みたいQ

LIVE配信はご要望が多く、簡易な配信から大規模な配
信までフレキシブルに対応しています。配信システム
の構築や運用もサポートいたします。

A

ゲームのPVを作りたいのだけど、業界のことをよく知って
いる動画会社に任せたい

Q

私たちは創業以来、ゲーム関連のプロモーション動画を
20年間にわたり数千件以上制作してきました。安心して
A
 エ   ー   ム   ー   ビ   ー

A MOVIEにお任せください。

A

トイホビーのPVを作りたいのだけど、もう少しカジュ
アルな感じ（予算をかけずに）で作れないものか

Q

A
 エ   ー   ム   ー   ビ   ー

A MOVIEはカメラマンや機材も自前です。リーズナ
ブルなコストで多品種の動画が必要なメーカー様のご
要望に積極的にお応えしています。

A

動画を作れる会社ってどう選べばいいんだろう？Q

クリエイターのいる会社を選ぶべきだと考えます。A
 エ   ー   ム   ー   ビ   ー

A MOVIE
は、インハウスによるワンチーム・ワンストップです。安心して
お任せください！

A
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主要取引先

株式会社I&S BBDO
アインズ株式会社
株式会社AOI Pro.
株式会社秋田書店
株式会社アクワイア
株式会社アデックスデザインセンター
株式会社アトラス
エイベックス・ピクチャーズ株式会社
株式会社ADKインターナショナル
株式会社ADKクリエイティブ・ワン
株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ
NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン合同会社
株式会社NHKエンタープライズ
エヌ・シー・ジャパン株式会社
株式会社エポック社
株式会社オリコム
株式会社KADOKAWA
株式会社カプコン
株式会社Colorful Palette
株式会社カワダ
ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社
京商株式会社
キングレコード株式会社
株式会社クオラス
株式会社グッドスマイルカンパニー
株式会社グラウンドワークス
グリー株式会社
株式会社 廣洋社
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
株式会社コロプラ
株式会社コンテンツシード
株式会社Cygames
サイボウズ株式会社
サントリーパブリシティサービス株式会社
株式会社サンライズ
株式会社シー・シー・ピー
株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント

株式会社集英社
株式会社小学館
株式会社小学館集英社プロダクション
株式会社スクウェア・エニックス
株式会社スパイク・チュンソフト
株式会社セガ
株式会社セガトイズ
Septeni Japan株式会社
株式会社創通
第一法規株式会社
株式会社タカラトミー
宝塚歌劇団
中央競馬ピーアール・センター
株式会社ツインエンジン
株式会社TBSテレビ
ディライトワークス株式会社
株式会社ティー・ワイ・オー
株式会社テレビ朝日
株式会社テレビ東京
株式会社電通
株式会社ディー・エヌ・エー
合同会社DMM GAMES
株式会社日本一ソフトウェア
株式会社ニコン
株式会社ネクソン
株式会社博報堂
株式会社博報堂プロダクツ
株式会社ハピネット
株式会社バンダイ
株式会社バンダイナムコアーツ
株式会社バンダイナムコエンターテインメント
ビッグローブ株式会社
株式会社ビックウエスト フロンティア
日本BS放送株式会社
日本放送協会
フリュー株式会社
株式会社ブシロード

フィールズ株式会社
株式会社フェニシス
株式会社フライングドッグ
株式会社ポニーキャニオン
マテル・インターナショナル株式会社
株式会社丸井グループ
丸紅情報システムズ株式会社
株式会社マーベラス
株式会社ミクシィ
株式会社MAGES.
株式会社メガハウス
ユービーアイソフト株式会社
株式会社読売広告社
ルーデンス株式会社
株式会社レベルファイブ
ワーナーブラザースジャパン合同会社

※50音順
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