
明快にコミュニケート、世界にインパクト。

ユビ―ク株式会社 作品集



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

であるユビーク株式会社は、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

ユビークには日本のブランドや企業の特徴に詳しい英語

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、SNS、イベントなど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

ユビークには海外市場の文化要素やデザインの美的

センスを理解した、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

クライアント |  5



広告代理店

クライアント

クライアント |  6



実績

映像制作

グローバル市場向けのコンテンツ開発



ウォール・ストリート・ジャーナル様と共に、米国の国土安全
保障省をターゲットにしたNEC様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。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

partners.wsj.com/nec/new-face-of-security/

実績 |  8

ビデオはこちら:

CGビデオ

http://partners.wsj.com/nec/new-face-of-security/


NTTコミュニケーションズ様の海底・地下通信ケーブルの
設置やメンテナンスなど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に参画し、コンセプトの
考案から、ビデオの制作、撮影、CGアニメーションまで担
当しました。

英語版はこちら：

日本語版はこちら：

ウェブビデオ

youtu.be/NsaWOWuJgMg

youtu.be/GPmwEp0a8Vo

撮影スクリプト 編集
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http://youtu.be/NsaWOWuJgMg
http://youtu.be/GPmwEp0a8Vo


三菱重工様のショートビデオの制作に携わり、ストーリーボ

ードから編集まで担当し、15秒版と30秒版のビデオをそ

れぞれ英語と日本語で開発しました。

ビデオ

日本語版30秒はこちら：

youtu.be/MyFciA0yY1A

英語版15秒はこちら：

youtu.be/NOXeDL8B7hk

日本語版15秒はこちら：

youtu.be/zPagwjY0nf4

英語版30秒はこちら：

youtu.be/LhNdlnfjIrM

スクリプトスクリプト 編集
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https://youtu.be/MyFciA0yY1A
https://youtu.be/NOXeDL8B7hk
https://youtu.be/zPagwjY0nf4
https://youtu.be/LhNdlnfjIrM


オルガノ様の技術、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CMの企画・開発に携わり、国内
の工場やその他の施設での撮影にも立ち会いました。

企業CM

youtube.com/watch?v=zQoyORilUms

ビデオはこちら:

撮影スクリプト 編集
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http://youtube.com/watch?v=zQoyORilUms


オルガノ様の新商品ビデオ制作にて、スクリプトから撮影、
編集、字幕制作まで包括的なサービスを提供しました。
その後、日本語と英語に加え、中国語の字幕も制作し、
グローバル市場で活躍できるビデオに仕上がりました。

製品ビデオ

中国語版はこちら：

youtu.be/kXBa41R2yl8

日本語版はこちら：

youtu.be/Wcm2guzqHNw

英語版はこちら：

youtu.be/Iyyf9O0zJWA

撮影スクリプト 編集
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https://youtu.be/kXBa41R2yl8
https://youtu.be/Wcm2guzqHNw
https://youtu.be/Iyyf9O0zJWA


会社案内ビデオ

オルガノ様の水処理技術の紹介や実績、データを説明
するビデオの企画からアニメーション編集まで総合担当し、
本ビデオの制作に携わりました。

英語版はこちら：

youtu.be/KkBni_AWDnY

日本語版はこちら：

youtu.be/T1Gnwl0E4HA

中国語版はこちら：

youtu.be/SdeAkPZiYZo

スクリプト アニメーション 編集
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http://youtu.be/KkBni_AWDnY
https://youtu.be/T1Gnwl0E4HA
https://youtu.be/SdeAkPZiYZo


バナー広告とビデオ

THE WORK   |   
14

ウォール・ストリート・ジャーナル様と共に、日本のベンチャ
ー企業にバナー広告と3つのビデオを制作しました。バナ
ーのコンセプトとデザインを考案・作成し、アニメーションビ
デオの企画と開発を担当しました。

RedPatch - クリップ 1はこちら：

youtu.be/Keipke1pPlQ

RedPatch - クリップ 2はこちら：

youtu.be/uT-dfggjhlc

RedPatch - クリップ 3はこちら：

https://youtu.be/qB8UDucz_rE

スクリプト アニメーション 編集

実績 |  14

https://youtu.be/Keipke1pPlQ
https://youtu.be/uT-dfggjhlc
https://youtu.be/qB8UDucz_rE


実績

コピー＆デザイン
ディレクション

グローバル市場向けのコンテンツ開発



パナソニック様の創業100周年パネルディスカッションイベン
トのためにジャーナリストチームを立ち上げ、4日間で18件
の記事を完成させました。

ニュース記事

コピーライティング

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

記事はこちら:
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デザイン

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


三菱電機様の「Our Stories」プラットフォームに
「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作成し、世界に発信しました。

オンライン記事

mitsubishielectric.com/en/our-stories/index.html

記事はこちら:

コピーライティング

実績 |  17

https://www.mitsubishielectric.com/en/our-stories/index.html


横河電機様の「Co-innovating Tomorrow」プラットフ
ォームに日本語と英語のオンライン記事を提供しました。

オンライン記事

yokogawa.com/coin/

記事はこちら:

実績 |  18

コピーライティング

https://www.yokogawa.com/special/planet/


三菱電機様のビルソリューションに関するホワイトペーパー
1本、そして異なるセグメントに属する読者に向けて記事
5本を同時制作しました。ホワイトペーパーを制作する際、
業界の専門家とインタビューを行い、豊富なインサイトを
まとめました。

ブランド記事

コピーライティング デザイン

実績 |  19



英語版統合報告書の制作を行っており、海外のステーク
ホルダーに分かりやすく実績を伝えることを気にかけ、英
文コピーとグラフィックデザインを開発しています。

統合報告書

ローカライゼーション

実績 |  20



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、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

実績 |  21



「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するための広告作成
に携わりました。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。

インフォグラフィック広告

コピーライティング デザイン
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業界雑誌に向けた新商品の広告を制作。クリーンな背
景にインパクトのあるデザインと重要な数字データを融合
させ、新商品の性能をアピールしました。

雑誌広告

コピーライティング デザイン

実績 |  23



オルガノ様の産業と日々の生活を支える水処理技術と
歴史などをまとめた英語の会社案内の制作に携わりまし
た。全体的なコンセプトから、コピーやデザインまで担当し
ました。

会社案内

コピーライティング デザイン

実績 |  24



他のブランドコンサルティングチームと協力し、NTT株式
会社様のブランドブックとガイドラインの英語版コンテンツ
を制作しました。

ブランドガイドライン

コピーライティング デザイン

実績 |  25



ウェブサイトにて統一した英語のライティングを望まれるパナソ

ニック様のために、プロフェッショナルな英文編集者と共にパナ

ソニック様専用の英語ライティングガイドラインを制作しました。

スタイルガイドライン

コピーライティング デザイン

実績 |  26



海外市場に向けたNTT様のプロフェッショナルなSNS広
告を制作。SNS広告の特徴を心がけ、海外のお客様に
とって読みやすいコピーと見やすいデザインを開発しました。

SNS広告

コピーライティング デザイン

実績 |  27



米国の展示会向けてオルガノ様のポスターデザインを手
掛けました。直観的に情報を伝えることを心がけ、クリー
ンなデザインを基に、簡潔なコピーとグラフを組み合わせ
ました。

ポスターデザイン

コピーライティング デザイン

実績 |  28



ユビーク株式会社

〒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、城南信用金庫、三菱UFJ銀行

設立日：2015年3月16日

事業事業：経営コンサルタント業務と広告

www.ubq.co.jp

http://www.ubq.co.jp

