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Cheer:チーム内で応援・サポートしあえる
Cheers：成功・達成の喜びを分かち合える（乾杯！）

チーム戦こそ個人がより輝く

私たち株式会社クロスウォークは、これまで多くのお客様とお取引をするなかで、「働く人」についてのお悩み・課題をご相談いただく機会が
多々ありました。
しかしながら多くの企業様は、一人ひとりのマネジメントに多くの時間を使うことはできません。こうした課題を解決し、あなたやあなたの

チームで働く人がより輝くためのサポートをさせていただきたく、この「Cheers!」を立ち上げました。
まずは、会社の売上に大きく関わる営業チームの課題解決のために、「成果に繋がる」動画・資料作成でサポートいたします。
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「個」の時代だからこそ、チームの力で一人ひとりに輝いてほしい

■個人が持つ能力を最大限発揮できるのは、チーム

チームで仕事をするメリット

○意見交換ができる・成長しあえる
○得意な分野を活かすことができる
○業務・心理面を支えあえる

お互いの能力を活かし、
より大きな成果を生み出すことができる

■現状把握と改善をサポート。より成果を出せるチームへ

現状把握
01

課題分析
02

提案
03

改善04

ヒヤリング・アンケート等を
行い、スタッフが抱えている
課題を把握します。

成果をあげるためのポイント
について、御社と分析を行い、
ご意見をいただきます。

スタッフ誰もがより力を発揮
できるようなご提案をします。

納品し、実際の現場で活用し
ていただきます。

動画・資料作成でチームをサポートするのが私たちの役目です。
ただつくるだけではなく、「本当にチーム・個人を活かせるツール」としてご活用いただくことを目指しています。
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なぜ今、営業に動画を導入するべきなのか？

■「いらない」という断り文句は、「必要ない」？それとも「わからない」？

営業活動は、相手の「ほしい」を後押しするもの。
成約に結びつかない原因は、その商品・サービスが必要ないのではなく、よく分からないからなのかもしれません。

■営業マネージャーの悩みのほとんどは、チーム内の業績格差

同じ商材でも成果が出るスタッフと出ないスタッフがいます。
コーチングやOJT指導などの効果が出ないのなら、トップセールスマンの“プレゼンテーションスキル”を動画にすることで、お客様にもス
タッフにもより良い商談の場をつくることができます。

事前準備 アプローチ ヒヤリング プレゼン
クロージン

グ
リピート

理解度を高めニーズを引き出すことで、より良い商談につながる

商談
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動画のすごい効果を知ってほしい！

▶ 動きによって目を引く

▶ 一度に多くの情報をより正確に伝えられる

▶ 視聴者に感情的なつながりを感じさせられる

▶ 視聴覚に同時に訴えるので記憶に残りやすい

■動画の効果は科学的に証明されています

■3Vへ同時に訴求できる、動画

3Vとは？ ▶言語情報（Verbal）▶聴覚情報（Vocal）▶視覚情報（Visual）

テキストや図表だけでは、すべての情報を一度に伝えることができません。

視聴覚（非言語情報）への訴えかけと同時に言葉（言語情報）での説明ができるのは、

人もしくは動画だけなのです。
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御社のご希望・お悩みのヒヤリング
現場のスタッフからのヒヤリング・アンケート等を実施。１

商談に繋がりやすい・ニーズを引き出しやすいポイントを凝縮

２ ナレーション案・ラフ案にて提出。
デザインイメージ（カラー・テイスト）もご確認いただけます。

３ ご提案内容をもとに、ご意見を伺い修正作業をおこないます。
※修正回数・内容はご契約内容によって異なります。

打ち合わせ
ヒヤリング

ご提案
打ち合わせ

修正
納品

アフター
フォロー

動画制作の主な流れ 1/2
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４
各データを納品。
〈基本納品形式〉▶動画：ｍｐ4 ▶ PowerPoint資料：ｐｐｔ

※納品形式は変更することも可能です。納品前にご相談ください。

Youtubeへのアップロードや、テロップ作成などもオプションで対応
可能。PowerPoint資料の納品は、ppt形式で行うため、御社での情報編
集・更新作業が可能です。

打ち合わせ
ヒヤリング

ご提案
打ち合わせ

修正
納品

アフター
フォロー

５納品後も一定期間内の修正依
頼に対応。※契約内容による

動画制作の主な流れ 2/2

最短７営業日納品～。お急ぎの場合もご相談ください。

PowerPointとセットでご依頼いただく場合は、
動画完成後にPowerPointを作成いたします。
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Cheers!のプレゼン動画はこんな場面で活躍します

営業先での再生 メールに添付 サイトへ掲載

営業先
での
再生

誰でも手軽に、商談へ。

御社のトップセールスマンのスキルを動画に凝縮す
るので、効果的なプレゼンテーションができます。

メール
に
添付

アポイントをスムーズに。

訪問前に動画を見ていただくことで、御社のサービ
ス・特長を予め理解していただきニーズを引き出し
た状態で対面できます。

サイト
へ
掲載

「気になる」を問い合せへ。

動画はテキストと比較し情報量が多く、ユーザーの
理解度も上げられる良質なコンテンツです。

Cheers!の動画

プレゼン動画

商品・サービスの理解を促すと同時に、
自分事として視聴してもらうコンテン
ツにするためニーズを引き出しやすい。

従来の動画

アピール動画

商品・サービスの理解はできるが、
ニーズを引き出しにくい。説明動画。

Cheers!の動画は営業先でもっとも活躍が見込めます。
もちろん、営業先以外でも様々な用途でご利用いただくことが可能です。

■特長・活用方法
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視覚に訴えかける、効果的なPowerPointがあります

■一目で分かると、より伝わる

営業におけるプレゼンテーションは、クロージング（交渉）へつなげるための重要なス
テップ。
自社商品/サービスの理解・認知を効率的に高めることで、より強い関心を持ってもらう
ことができます。

▼テキストの羅列よりも図表の方が分かりやすい

■あなたの言葉により強さを持たせるために

メラビアンの法則（3Vの法則）によると、話し手が聞き手に与える影響は、言語情報よりも非言語情報が圧倒的に大きいとされています。
視覚に訴えかける資料は、あなたの言葉を後押しすることができます。

■見出しにもっと言葉の力を

Cheers!の資料作成は、ライティング技術のあるスタッフが作成します。
目次・見出しにも関心を引く言葉を選び、読み込んでもらえる資料を実現します。

▲非言語情報の重要度は非常に高い

7 38 55

■言語情報 ■聴覚情報 ■視覚情報

単位：％
メラビアンの法則
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料金 制作内容 他社との違い 備考

動画制作
35万円～

・構成案
・写真素材
・アニメーション
・ナレーション※
・テロップ〈OP〉
・youtube掲載〈OP〉

低価格・高い提案力
1分30万円程度～が業界相場。
他社は商品説明動画の制作が殆どなの
で、御社からの提案力が必須。

ヒヤリングを行い、実用的かつ効果的
な動画を作成します。
有料素材を使用する場合などは別途費
用発生。2～3分程度目安

PowerPoint
制作

20万円～ ・プレゼン用/提案資料用
・アニメーション〈OP〉
・表作成（元データはご準備
ください）

PPT形式納品
納品後の改変・追記などが御社内で手
軽に対応できる。（他社はPDF形式納品
のケース多数）

単品発注の場合、構成案をご準備ください。
動画とセットの場合、動画の内容をベース
に構成いたします。
ページ数・料金はご依頼内容によって変動。表紙＋10P以上

動画
＋

PowerPoint
45万円～

動画内容・打ち合わせを
ベースにPowerPoint資料
を作成

営業ツールとして
効果を発揮できるセット

プレゼンに使える動画+資料を
セット価格にてご提供

※価格はすべて税別

クロージングにつながる動画・資料作成で、チームをボトムアップします

※ナレーションを別会社へ依頼する場合は別途費用が発生します（弊社にて対応の場合は無料）
※（OP…）…オプション対応。料金についてはご相談ください。

＼動画にもっとインパクトを／

プロ声優によるナレーション対応
TV番組・CMのナレーションやアニメなど各方面で活躍する

プロの声優によるナレーションをオプションで対応できます。
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会社概要・サービスお問い合せ

会社名 株式会社クロスウォーク

所在地

大阪本社
〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町2-2-8 イシモトビル5F
東京営業所
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-24-4 ASKビル 6F

代表 代表取締役 木下恵次

設立 2013年4月

連絡先

大阪本社
TEL：06-4708-5497 FAX：06-4708-5498
東京営業所
TEL：03-6277-2934 FAX：03-6277-2935

資本金 900万円

従業員 40名

事業内容

動画制作サービス
成果報酬型SEO・MEOサービス
アフィリエイトサービス
リスティング広告運用代行サービス

URL https://crosswalk.co.jp/

のご相談・お問い合せはこちら

株式会社クロスウォーク

大阪本社 06-4708-5497
担当：大平（おおひら）

Mail: oohira@crosswalk.co.jp
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