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グローバル市場向けの
コンテンツ開発
東京を拠点とするコンテンツマーケティングの専門会社である
ユビ―ク株式会社は、日本の多国籍企業に海外ユーザーを対象
とする明瞭かつ効果的なコミュニケーションの資料を
提供しております。
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グローバル化した世界に
向けるコミュニケーション
ユビ―クでは、日本のブランドの特徴を理解している英語の
ネイティブライターが集まるライタースタジオがあります。ニュース
リリース、エグゼクティブのスピーチ、記事広告、ネーミングと
スローガン、広告、ビデオ、およびパンフレット、ウェブサイト、
ソーシャルメディア、イベントの英語のコピーを作成しております。
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グローバルブランドを
強化するデザイン
ユビ―クには、海外市場の文化要素やデザインの慣例を理解
しているビジュアルアーティストで構成されたマルチメディア
スタジオがあります。海外ユーザーにとって見やすいフォント
や色などの視覚的要素をデザインに反映しております。
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企業

クライアント
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広告代理店

クライアント
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実績

グローバル市場向けのコンテンツ開発



Project summary goes here. Unt pelicia turest 
vollatur solorest optaquae coriorehent.Fugia 
dolori beaquo des ea vent maximusa dempor 
sintia conserum eum nis ut ent, occabo. Nam 
explabo repratem ad quidem volore inissitas aut 
aut qui omnis estiisquunt,

Newsroom Articles 

news.panasonic.com/global/stories/forum/

コピーライティング デザイン

パナソニックは、2018年に創業100周年を迎えられま
した。ユビ―クはジャーナリストチームを構築し、
パナソニックニュースルームのパネルディスカッション
に参加した後、4日間で18件の記事を完成させました。

ニュースルームの記事
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コピーライティング



コピーライティング デザイン
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みずほ銀行のグローバルバンキング活動を促進され
るため、ユビ―クはトップの経営陣にインタビューし、
広告記事の執筆とデザインを手がけました。記事は
ウォール・ストリート・ジャーナルに掲載され、みずほ
銀行が世界に向けて発信した初のプロモーション
となりました。

出版物の広告記事

コピーライティング デザイン



コピーライティング デザイン
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出光は、日本の音楽家と伝統的な楽器を演奏する
アジア諸国の人々を集めた音楽コンサートツアーを
毎年主催されています。ユビ―クはミャンマーと
ベトナムでのコンサートに参加し、広告記事の執筆
とデザインを手がけました。この記事はウォール・
ストリート・ジャーナルに掲載されました。

出版物の広告記事

コピーライティング デザイン



コピーライティング デザイン
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ユビ―クはウォール・ストリート・ジャーナルと共に、
米国の国土安全保障省をターゲットにしたNECの
セキュリティ関連技術のコンピュータアニメーション
ビデオ制作に携わりました。ユビ―クはストーリーを
考案し、脚本を書き、コンピュータアニメーションの
アーティストと協力してその技術の機能を描きました。

スクリプト アニメーション 編集

オンラインビデオ



コピーライティング デザイン
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三菱電機は会社ウェブサイトに「Our Stories」の
プラットフォームを設け、「Changes for the Better」に
関する技術や活動のハイライトストーリーを世界中の
人々に発信されています。ユビ―クはその記事作成と
共に、写真等を提供しております。

オンラインマガジン

コピーライティング



コピーライティング デザイン
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三菱電機は、世界中の従業員を対象としたグローバル
Facebookページを作られました。ユビ―クは三菱電機
の従業員に誇りと結束感を感じてもらえるような投稿を
毎週掲載しました。

Facebookの投稿

コピーライティング



コピーライティング デザイン
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三菱重工は、技術とビジネスパートナーシップを世界
中に広めるため、コンテンツマーケティングのウェブ
サイトを構築されました。ユビ―クはコンセプトをり、
SPECTRAという名前をつけ、一年目のウェブサイト
の運営に携わるジャーナリストとビデオ制作者の
チームを構築しました。

オンラインの記事とビデオ

コピーライティング ビデオの編集

http://


コピーライティング デザイン
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ウォール・ストリート・ジャーナルは、三菱重工業の
スポンサードコンテンツのウェブページを開発され
ました。ユビ―クはスペシャルビデオの制作に携わり、
チームメンバーを集め、イタリア、アメリカ、日本で撮影
を行いました。その後、ユビ―クのビデオ編集者が
ビデオを編集しました。

ウェブビデオ

スクリプト 編集撮影



コピーライティング デザイン
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ユビ―クは、三菱重工の2018年のロケット打ち上げ
時にJAXAから特別なライブフィードで配信された
30分のビデオ番組「Rocket Artisans」の制作に携
わりました。ユビ―クは既存の映像を使用し、日本語
のスクリプトの作成と編集を行い、サウンドデザイン
とナレーションを提供しました。

ビデオプログラム

スクリプト 編集撮影



コピーライティング デザイン
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ワーナーミュージック・ジャパンは、日本のバンドである
coldrainを世界各国のワーナーミュージックグループの
メンバーに宣伝するため、社内出版物を制作されました。
ユビ―クはバンドのリーダーにインタビューし、その魅力と
世界の音楽市場での可能性をアピールするデジタルチラシ
を記事からデザインまで作成しました。

社内マーケティング

コピーライティング デザイン



コピーライティング デザイン
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日本政府観光局は、欧米からの観光客を引き付けるため
のウェブサイトを作られました。ユビ―クは日本に関する
独特な文化の魅力、食事の場所やアクティビティをメイン
とした記事を100件以上作成しました。

オンラインの旅行記事

コピーライティング



コピーライティング デザイン
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日本の内閣府は、日米間に存在する密接な経済関係
をアピールしたいと考えられ、ユビ―クは「Greater 
Together」のコンセプトを創り、3本のビデオを制作し
ました。これらはウォール・ストリート・ジャーナルの
ウェブサイトに掲載されました。

JCO - MCFA ヒューストン市、
アメリカ合衆国 

JCO - MHPS サバンナ市、
アメリカ合衆国

JCO - Toyota ケンタッキー州、
アメリカ合衆国

ウェブビデオ

コピーライティング ビデオ



コピーライティング デザイン
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NTTグループ各社のグローバルな活動を統括するため、
NTT Inc.は2019年に設立されました。NTT Inc.は、
ブランドブックとロゴである「ダイナミックループ」の使用
法に関するガイドラインを作成され、ユビ―クは
ブランドコンサルティングチームと協力し、複数
の出版物に英語のコンテンツを提供しました。

ブランドガイドライン

コピーライティング デザイン



コピーライティング デザイン
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ユビ―クは、NTTコミュニケーションズのグローバル
セールスチームのパートナーとして、毎週3つのニュース
レターを作成しました。ユビ―クはコンテンツとデザイン
を制作した後、コーディングしました。これによって世界
中のセールスアソシエイトに目標、業績と特別な発表に
ついての最新情報が届くようになりました。

デジタルニュースレター

コピーライティング デザイン



コピーライティング デザイン
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NTTコミュニケーションズは、同社の事業である
海底・地下通信ケーブルの設置と保守を含むグ
ローバルなICTインフラストラクチャの強みをア
ピールするビデオを制作されました。ユビ―クは
そのコンセプトの考案から、ビデオの制作、撮影
の調整、CGアニメーションの作成と編集まで携
わりました。

ウェブビデオ

英語版

日本語版

スクリプト 編集撮影



コピーライティング デザイン
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NTTコミュニケーションズは、マネージドサービスを
世界中の潜在顧客に宣伝するために英語のセールス
チラシを制作されました。その中で、ユビ―クはセール
スメッセージを考案し、コピーを書き、フライヤーの
レイアウトをデザインしました。

チラシ

コピーライティング デザイン



コピーライティング デザイン
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NTTコミュニケーションズは、「シャドーIT」、または事業活
動におけるソフトウェアの不正使用のリスクを大手企業に
喚起したいと思われ、広告を考えられました。
ユビ―クはITCの専門家にインタビューし、この問題に対す
る解決策を説明するインフォグラフィックを作成
しました。

出版物の広告

コピーライティング デザイン



コピーライティング デザイン
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NTTホールディングスは、NTTグループ各社の事業活
動を推進するため、オンライン広告の発信を始められ
ました。ユビ―クはスペシャル記事の執筆を手がけ、
ウォール・ストリート・ジャーナルのウェブサイトに
掲載されました。また、これは同社初の世界規模で
の宣伝となりました。

オンラインの広告記事

コピーライティング



コピーライティング デザイン
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NTTグループ会長の澤田純氏は、全世界のグル
ープの従業員に向けて毎月ビデオレポートをリ
リースされています。ユビ―クは日本語のスクリ
プトを英語に翻訳した後、同社の経営陣と協力
し、澤田氏が簡単に配信できるよう、スクリプト
を調整しました。

月次ビデオレポート

コピーライティング



コピーライティング デザイン
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和歌山県庁は、高野山の独特の霊性を外国人観光客にア
ピールしたいと考えられていました。ユビ―クはこの
地域の歴史と独特の特徴を説明するスペシャル記事の執
筆を手がけ、記事はBBCワールドニュースのウェブ
サイトに掲載されました。

オンラインの広告記事

WAKAYAMA PREFECTURE

コピーライティング



コピーライティング デザイン
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横河電機は、自社の技術を紹介するコンテンツマーケ
ティングウェブサイト「Co-innovating Tomorrow」を作成さ
れました。ユビ―クはオンラインでリリースする記事を日本
語と英語で作成しております。

オンラインの記事

コピーライティング



コピーライティング デザイン
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オルガノは、産業と日々の生活を支える水処理技術と
歴史、事業規模の拡大を海外に伝えるために、英語の
会社案内の制作を考えられていました。ユビ―クは会
社案内の全体的なコンセプトから、コピーやデザイン
まで作成し、印刷の日程も調整しました。

会社案内

コピーライティング デザイン



コピーライティング デザイン
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オルガノは、同社の技術、製造能力、製品やサービスを海外
の顧客に宣伝するための英語のCMを考えられていました。
ユビ―クは企画・開発に携わり、国内の工場やその他の施
設での撮影に立ち会いました。

企業のCM

スクリプト 編集撮影



コピーライティング デザイン
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ユビ―クはオルガノの水処理技術の紹介や実績、数値を説
明するビデオのご依頼に応じ、ビデオの構想から企画、実
施まで、総合担当として、ビデオを制作しました。

英語版

日本語版

会社案内ビデオ

スクリプト アニメーション 編集



コピーライティング デザイン
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プロ用のカメラの高品質なレンズを提供するタムロン
は、パラインピックや国際大会に出場する選手を応援
されています。ユビ―クは日本人選手のインタビュー
を英語にし，その選手の試練や喜びを世界に伝えて
おります。

オンライン記事

ローカライゼーション

http://


コピーライティング デザイン
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ユビ―クは、ウォール・ストリート・ジャーナルと通
じ、日本のベンチャー企業にバナー広告と3つのビ
デオクリップを制作しました。ユビ―クはバナーのコ
ンセプトとデザインを考え、作成し、アニメーション
スタイルのビデオの構想と開発に携わりました。

バナー広告とビデオ

RedPatch - クリップ 1

RedPatch - クリップ 2

RedPatch - クリップ 3

スクリプト アニメーション 編集
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1973年から有名なオリジナルのリップストップナイ
ロンバッグであるレスポートサックは、競争の激しい
市場とオンラインショッピングへの急激なシフトに適
応するため、本ブランドを再構築されています。新しい
ブランドブックの開発に必要な情報を取集するため、
ユビ―クは会社と海外の代理店の役員の方々やデザ
イナーチーム、オンラインマーケターにインタビュー
をしました。

ブランドリサーチ

ブランドリサーチ
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コンテンツを開発する際、ユビ―クはよく役員の方々にイ
ンタビューをします。ユビ―クはコニカミノルタのアメリカ、
ヨーロッパ、そして日本のトップの役員をインタビューし、
2017年度の年次報告に世界中の複数の研究開発ラボの
創造力を活かし、新製品をより迅速に市場に導入する新
会社構想についてのスペシャルコラムを書きました。

役員インタビュー

コピーライティング
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香月堂は全国のコンビニエンスストアに新鮮な
ケーキや菓子を提供されています。ユビ―クは
2020年に全国展開される新しいケーキブランド
のパッケージデザインチームの一員です。

パッケージデザイン

コピーライティング デザイン
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ユビ―クはライティングやビデオ開発、イラストアートの分
野のスペシャリストと密接な関係を持っています。その中、
受賞歴のある日本の書道アーティストで、作品は国内外で
定期的に展示されている方も含んでおります。日本の伝統
的な高級レストランからのご依頼を受け、彼女の作品は、
日本の伝統的な文字を必要とするパッケージや宣伝物に
適しています。

日本書道

コピーライティング デザイン
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中国語版の日本の曲は、中国のカラオケですごい人気
があります。東京を拠点とする国際的な音楽ビジネス
コンサルタント会社である谷口総研は、日本の音楽著作
権所有者が中国マーケットに簡単にアクセスできるよう
にされています。ユビ―クは中国市場のリサーチサービ
スを提供し、人気のある中国の音楽アーティストと中国
の音楽の動向に関する日本語のプレゼンテーションを
作成しました。

中国のマーケットリサーチ

トリサーチ
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東京を拠点とする国際的な音楽ビジネスコン
サルタント会社の谷口総研は、日本の音楽業
界関係者と、海外の音楽業界関係者やソング
ライターの代表団との間でワークショップや
会議を開催されています。ユビ―クは日本の
広告市場での音楽同期の機会に関する講義
に参加しています。

日本市場のコンサルティング

コンサルティング



ユビ―ク株式会社 
〒248-0016　神奈川県鎌倉市長谷3-3-1
090-9644-0881
マイケル・フーバー（代表取締役）
資本金1,000万円 
金融パートナー：みずほ銀行 
設立日：2015年3月16日 
主な事業：ブランドコンサルティングと広告

www.ub-q.com
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