
2019 年２月 22 日 
株式会社オズマピーアール 
株式会社 FROGLOUD 

 
 

 
 

 
株式会社オズマピーアール（本社︓東京都千代⽥区、代表取締役社⻑︓⼋⽥ 祥孝、以下、オズマ  

ピーアール）と、米国アカデミー賞公認、アジア最大級の国際短編映画祭ショートショート フィルムフェスティバ
ル ＆ アジア（SSFF & ASIA）の映像作家をはじめ、世界中のクリエイターと共に、デジタルマーケティングを  
重視した映像を企画・プロデュースする株式会社 FROGLOUD（フログラウド、以下、FROGLOUD）は、 
本日２月 22 日付で業務提携し、中華圏向けのブランデッドムービー制作サービス「Engagement China」
を提供開始致します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
驚異的なスピードで IT 社会へ変革した中国では、ネットの動画視聴ユーザー規模は約 5.79 億人、ネット

ユーザー全体の 75％（※１）を占めており、動画でのコミュニケーションが一般的な社会といえます。 
 
 “超動画社会”ともいえる中国市場において、在 to 外®（※２）フレームを展開しているオズマピーアール

と、ブランド広告と映画のハイブリッドコンテンツであるブランデッドムービーの先駆者である FROGLOUD 社が業
務を提携し、動画コミュニケーションサービス「Engagement China」を共同開発しました。それにより、日本
在住の中国人視点を取り入れたハイクオリティなブランデッドムービーの制作が可能となります。 
 
 

中華圏向けブランデッドムービー制作サービス「Engagement China」提供開始 
在日外国人を活用した情報発信“在 to 外®”フレームを推し進めるオズマピーアールと、 

全世界約 50,000 人のクリエイターネットワークを持つ株式会社 FROGLOUD が業務提携 
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【「Engagement China」の特徴】 
１．在 to 外®フレームを活用した中国人目線でのリサーチと口コミ拡散 
日本在住の中国人留学生、主婦、富裕層などのコミュニティに対してのマーケティング・リサーチや SNS 分析を
通じ、在日中国人視点を取り入れたブランデッドムービー制作が可能となります。また、オズマピーアールが独自
に持つ日本在住の中国人インフルエンサーとのネットワークを活用し、ブランデッドムービーを中国本国にも拡散
させることができます。 
 
２．ハイクオリティ 
FROGLOUD の代表を務める諏訪 慶は、アジア最大級の国際短編映画祭 SSFF & ASIA で⻑年チーフ・
プロデューサーを務め、企画・制作したショートフィルムや、ブランデッドムービーが、35 以上の国際映画祭でノミ
ネートや受賞を獲得してきた経験から、国内外の優秀な映像作家と共に創るエンターテインメント性、企業に
よるコミュニケーション設計を高いクオリティで融合した映像コンテンツを企画・制作することができます。 
 
３．効果検証 
総合インプレッション数、再生数、視聴完了数などの量的な分析、及び、投稿コメント分析により、実施前後
の商品・サービスの認知度、ブランドリフトを可視化。これにより、PDCA サイクルを回し、継続して効果を向上
させるプロモーション戦略を実現できます。 

 
□「Engagement China」サービスフレーム 
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呉 昱 （うー・ゆー／WU YU） 
北京第⼆外国語大学日本語学部卒業。日系 PR 会社にて４年間勤務後、日
系電機メーカー 広報部に出向。慶應義塾大学政策・メディア研究科修士課程を
経て、オズマピーアールに入社。日中コミュニケーションについてのコラムをビジネスサ
イト内で連載。同サイトの 2011 年・年間アクセスランキングでは第 4 位（53 万
PV）と第 6 位（48 万 PV）に輝く。 
現在は同社の推進する在 to 外®コミュニケーションに基づく、中華圏コミュニケーショ
ンコンサルタントとして活躍。 

【株式会社 FROGLOUD】 
 FROGLOUDは、米国アカデミー賞公認、アジア最大級の国際短編映画祭、SSFF & ASIAに集まる国内
外の映像作家のみならず、日本アカデミー賞受賞監督などの著名クリエイターを含む、約 50,000 人のクリエイ
ターネットワークを誇る、デジタルマーケティングを重視した映像の企画・プロデュース会社です。 

顧客に最大限満足して頂くための映像コンテンツを、企画開発からキャスティング、制作プロデュース、SSFF 
& ASIA と連携した PR 展開、海外の映画祭展開までワンストップに対応いたします。 
 
会社名 ︓株式会社 FROGLOUD 
所在地 ︓東京都渋⾕区千駄ヶ⾕ 4-12-8 SSU ビル 4F 
設⽴ ︓2014 年 11 月 11 日 
代表取締役︓諏訪 慶 
事業内容 ︓デジタルコンテンツの企画・製作・プロデュース ほか 
URL  : http://frogloud.com 
 
【株式会社オズマピーアール】 
会社名 ︓株式会社オズマピーアール（OZMA Inc.） 
所在地 ︓本社:東京都千代⽥区紀尾井町 323 文藝春秋 新館 

関⻄⽀社:大阪市中央区今橋 2-4-10 大広今橋ビル 
設⽴ ︓1963 年 10 月 10 日 
代表取締役社⻑︓⼋⽥ 祥孝 
事業内容︓国内、海外の企業、政府関係機関、公的団体などのクライアントに企画⽴案から実施まで、 

総合的な広報（パブリックリレーションズ）サービスを提供。 
URL : https://ozma.co.jp 
 
■中華圏「在 to 外®」コミュニケーションコンサルタント︓ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
【本リリースに関するお問い合わせ】 
株式会社オズマピーアール コミュニケーションデザイン部 呉（うー）、⽥（でん）  
TEL︓03-4531-0232   E-MAIL︓wuyu@ozma.co.jp 

株式会社 FROGLOUD プロデューサー 眞保利基 
TEL︓03-5474-8201   E-MAIL︓toshiki@frogloud.com  


