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EIGHT BUSINESS

Think inc.が掲げる８つの事業

Think inc.について

PR事業

お客様のPR活動⽀援事業。 

PRプランナー資格保有者を採⽤し、お客様の広

報＆PR活動の⽀援をします。プランニングから

実施まで⼿厚くサポートします。

イベント企画‧ 

運営事業

イベントの⽬的は企業によって様々ですが、 

PRプランナーを主軸に企業が正しい＆美しい

PRをし、ターゲットにマッチしたイベント企画

＆運営を実現します｡

企業ブランディング 

コンサルティング事業

特に地⽅の中⼩企業は発信⼒がありません。 

また、ブランディングの概念もありません。 

そこで企業の採⽤活動をサポートする、企業ブ

ランディングを⽀援します。

キャスティング事業 

（アテント‧登録制）

東京＆北陸でのキャスティングコネクション

を、保有しているので県下トップのキャスティ

ングが可能になります。イベントや動画制作な

ど、全てに活⽤できます。

動画制作‧編集事業

カメラマン＆動画編集者を常駐させるため、 

企業のプロモーション動画や記念動画など、 

撮影から編集まで⾏うことが可能になります。 

メモリアル系のパッケージ商品など、 

今後は新サービスも展開していきます。

Webメディア＆ 

アフィリエイト運営事業

Webをはじめ、広告や印刷物など、 

トータルデザインでプロデュースします。 

ステキなデザインをご提案します。

スチール撮影事業 

（七五三‧成⼈式など）

プロカメラマンをスタッフとして常駐させるた

め、企業向け＆個⼈向けの撮影が⾏えます。

芸能モデル 

プロダクション事業

動画事業を伸ばすためにも、北陸(福井＆⽯川＆

富⼭)のモデル＆芸能に興味がある⽅々を、登

録制で弊社に所属させます。 

これにより、地元でのキャスティングニーズに

もお応えできるようになります。
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会社概要

Think株式会社 

代表取締役 佐藤 昌彦(Eito Mars)

Bigmacグループ傘下の制作クリエイティブ事業のベンチャー企業です。 

弊社が制作した作品により、個⼈が幸せを感じ企業が喜んでいただけるように、⽇々ひと

つひとつ向き合い取り組んでいます。 

今や5Gの時代へと変わり、写真や動画需要が益々求められています。 

その中で失敗を恐れず、私たちにしか創れないものを⽬指し、いつか世界にも通⽤する誰

もしたことがない制作にチャレンジしていきたいと考えています。 

「情熱」を持ち「新たな可能性」を⾒つけ動き続けることで、時代と共に成⻑し変化し続

けていきます。

スタッフ⼀⼈ひとりが主役でありゼロをイチに変える⼒がある。

COMPANY

Think inc.について



Thinkでは様々な分野で活躍されている企業さまとお取引させていただいています。

お取引先の例（抜粋）

デザイナーズ住宅 屋内 撮影

企業 ポー トレ ート撮 影

レストラン 料理撮 影

組合 ⾵景撮 影

モデル ⼈物撮影

メーカー 商品撮影



Thinkでは様々な分野で活躍されている企業さまとお取引させていただいています。

お取引先の例（抜粋）

企業 C M動画 撮影

サロン S N S 動画 撮影

デザイン会社 シネア ド C M 作成

住宅メーカー 夜間屋 外撮影

企業 社員集合写真撮影

ショッピングモール フライヤー写真撮影



YouTube番組制作＆編集企画企画PR動画制作＆編集企画

SNS縦動画制作＆編集企画CM動画制作＆編集企画

事業内容

�Kのカメラを使⽤した、企業のWeb CMやPV、SNSイベント‧講演会撮影、 

ドローンを使⽤した空撮、ブライダルビデオの制作など、幅広く対応をいたします。  

また、数多くの動画から注⽬してもらうために、⼀味違った演出に挑戦しながら制作します。 

まずはお気軽にご相談ください。

⽬的や成果に繋がる動画制作が可能です。

Thinkが創る動画制作とは



納品編集撮影スケジュール設定企画書‧台本の作成ヒヤリング

撮影の流れ

映像制作

FLOW

PRODUCTION

動画撮影費‧編集費⽤イメージ

YouTube制作

Web動画制作

CM制作

会社説明

150,000円〜

200,000円〜

400,000円〜

400,000円〜

Type Price

映像ディレクションのみ（企画込み）

映像編集

100,000円〜

30,000円〜

Type Price



アルバム作成スタジオ撮影＆レタッチ編集

屋外スチール撮影＆レタッチ編集屋内スチール撮影＆レタッチ編集

事業内容

「商品をより良く⾒せ、売り上げを上げたい」 「広告を出したいが、良い写真がない」  

「撮影が初めてで、どうしたらいいか分からない」 などのお悩みを、 

経験豊富なディレクションにより解決させていただきます。 

 アルバム作成やホームページの写真撮影もお任せください。

スタジオ撮影、出張撮影に対応し、様々な場⾯で対応可能。

Thinkのスチール撮影とは



納品編集撮影スケジュール設定お⾒積もり打ち合わせ

撮影の流れ

FLOW

スチール撮影費‧レタッチ編集費⽤イメージ

スチール撮影 個⼈向け撮影

PRODUCTION

⼈物撮影

企業撮影

商品撮影

建築撮影

スナップ撮影

30,000円/1h 1⽇料⾦/数⽇料⾦など/⻑時間撮影

1⽇料⾦/数⽇料⾦など/⻑時間撮影

1⽇料⾦/数⽇料⾦など/⻑時間撮影

1⽇料⾦/数⽇料⾦など/⻑時間撮影

1⽇料⾦/数⽇料⾦など/⻑時間撮影

30,000円/1h

30,000円/1h

30,000円/1h

30,000円/1h

Type Price オプション

ニューボーン

記念写真

家族写真

プロフィール

ボートレート

学校⾏事の撮影

5,000円/1h 写真プリント‧写真データ‧ロケ撮影

写真プリント‧写真データ‧ロケ撮影

写真プリント‧写真データ‧ロケ撮影

写真プリント‧写真データ‧ロケ撮影

写真プリント‧写真データ‧ロケ撮影

写真プリント‧写真データ‧ロケ撮影

5,000円/1h

5,000円/1h

5,000円/1h

5,000円/1h

5,000円/1h

Type Price オプション



アートディレクション

グラフィックデザイン

Webデザイン

制作

「動画制作と⼀緒に、動画を掲載するためのWebサイトも制作してほしい」「動画もWeb

サイトもポスターも、世界観を統⼀したい」 「動画で使うテロップのデザインにもこだわ

ってほしい」などアートディレクター及びデザイナーが在籍している弊社であれば、対応

可能です。 もちろん動画とは無関係なデザインのみの制作も可能です。  

ロゴデザイン‧名刺デザイン‧Webデザイン‧冊⼦デザイン‧ポスターデザインなども、 

全ておまかせください。

アートディレクター及びデザイナーも在籍。

Thinkのデザイン制作

費⽤イメージ

ウェブデザイン

グラフィックデザイン

アートディレクション

100,000円〜

10,000円〜

5,000円〜

Type Price



キャスティング

事業内容

今まで北陸では、関東や関⻄のキャスティング事務所に依頼している企業様がほとんどで 

した。その場合、⾼額なキャスティング経費がかかってしまいます。  

それに伴い、企業様は動画の撮影費や編集費など、本当は削減したくない費⽤を削減する 

という現象が発⽣してしまいます。 

 北陸(福井‧⽯川‧富⼭)では珍しく、東京でのキャスティングコネクションを保有してい 

るので、そんなお悩みを解決いたします。

県下トップのキャスティングが可能。

Thinkのモデル事業

撮影

キャスティング

ナレーション

5,000円〜

5,000円〜

Type Price



⾳楽制作

ミキシング‧マスタリング

事業内容

動画に合わせた⾳楽を制作する場合、 通常、動画制作‧⾳楽制作‧ミックス‧マスタリン

グという作業をそれぞれ別のところに 発注しなければなりません。 弊社の場合、社内に⾳

楽クリエイターおよびエンジニアリングを⾏えるスタッフが在籍し ておりますので、 

全てワンストップでのご提供が可能です。 

Apogee Symphony I/O Mk II‧NEUMANN TLM��‧Kemper Profiling Amplifier 

などの⾼品質な機材から、Waves‧UNIVERSAL AUDIO UAD�など、ミックス‧マスタリン

グの定番機材までを幅広く導⼊しているため、 動画制作チームと連携しながら、⾼品質‧

⾼⾳質な⾳源を制作できます。

動画チームと連携した⾳楽の制作が可能。

Thinkの⾳楽制作

撮影

⾳楽制作

ミキシング‧  
マスタリング（整⾳）

100,000円〜

10,000円〜

Type Price



●コーポレートサイト内写真撮影。  

企業様の「らしさ」を最⼤限に表現。撮影素材はコーポレートサイト内に使⽤

され  ている。

商材 コーポレートサイト

平均単価 約200,000円

⼤型⽣花店

●企業さまの新卒採⽤向け動画。  ドローンを活⽤し、社内の雰囲気を最⼤限に

伝えられる動画となっている。  採⽤時の企業説明会などで使⽤されている。
商材 新 卒 採⽤ 動画

平均単価 約400,000円

不動産会社

●サービス事業のシネアド⽤動画。  

有名お笑い芸⼈を起⽤したシネアド動画。  撮影素材は映画館で流れている。

商材 シネ アド 動画

平均単価 約500,000円

情報ポータルサイト

撮影実績



制作事例



関連サービスのご紹介

暮らしの、すべて。

Lefty HouseLabo LIFE  STORIES
お客様専⾨のWebチームサービス 

⽉10時間から「定額制Webサポート」をご提供

北陸3県(福井県‧⽯川県‧富⼭)で展開する 

暮らしのすべて情報サービス

映画の感動を出発点に、広告をさらなる可能性へ 

「進化」するエンターテイメントサービス

業務ごとで外注先を使い分けるのが⼤変、外注費を抑えたい、 

社内にWeb専⾨家がいないなどのお悩みを解決します。 

Webデザインからチラシなどの印刷物制作、webアクセス解

析、 記事ライティング作成など、幅広いサービスを定額制にて

承っています。

注⽂住宅、建売住宅、中古住宅、空き家、不動産、インテリ

ア、ガーデニング、家具、 雑貨、ローン相談、インターネット

⾒直し、引越しなどインフラの圧倒的情報ポータルサイト。 

3000社以上の施⼯業者の掲載や、プレゼント企画、オリジナル

のYoutubeチャンネルで情報を発信中。

映画という強⼒なエンターテイメントコンテンツのデジタル活

⽤によって、 よりエンターテイメントが⼈々の⾝近に⽣活にフ

ィットするサービスを 展開し、⼈々の⼼と⽣活を豊かにするこ

とを⽬的とします。

https://lefty-service.com/ https://house-labo.net https://lifestories.jp/



関連サービスのご紹介

シネマニア MATE わたしの節約

映画の中のグッズ‧サービスを⽣活で楽しもう！ 

映画のライセンス商品‧サービスを販売

あなたのアイディアがみんなを幸せに。 

読んでわかる主婦のサービスガイド

今すぐ‧簡単に‧安く！実践できる！ 

インスタグラムで毎⽇情報発信しています！

映画で実際に使⽤しているグッズやサービスを、EC（オンライ

ン）サイトで販売するサービスです。映画を⾒て終わりではな

く、⼤好きなキャラクターや登場⼈物と同じグッズを⽣活の中

で使っていただけるような商品を、最新の映画情報と⼀緒に、

お届けいたします。

脱⽑‧ポイ活‧家事代⾏など多種多様なサービスがあり、どれ

が良いのかわからない。そんな悩みを解決するサービスガイド

です。⽣活の知恵や⽇常の中の今さら聞けない情報など、 

知ってよかった！情報が満載のサービスです。

毎⽇の私⽣活に、⾖知識をちょっぴりプラス！ 

⾃分の時間や持ち物、お⾦の管理など、すべてにおいて節約で

きることがあります。 

「今の⽣活をより快適に」‧‧知って得する節約術を発信して

います！

https://cinemania.jp/ https://mate-app.jp/blog/ https://www.instagram.com/ 

watashino_setsuyaku/?hl=ja



お問合せ

事業内容‧実績に関するお問合せ、案件や撮影のご依頼やご相談はこちらからお願いいたします。

COMTACT

お電話でのお問合せ先

メールでのお問合せ先

メールでのお問合せ先

0776-43-1960

info@thinkinc.jp

https://thinkinc.jp/

最後までご覧いただき、ありがとうございました。


