ドローン空撮動画/写真と風景動画特殊撮影制作
Drone Arts

Drone aerial video photography
見えない動きを
映し出す

Toki no gensen

空の映真

時の幻閃

Kuu no eishin

カメラは重力から
解き放たれた

landscape video special photography

撮影から映像作品としての制作まで、トータルで取り組みます

Drone Arts

ハイエンドドローンからマイクロドローンまで，
必要と必然に合わせた
マシンを使用して映像を制作いたします。
・映像素材/写真素材としての撮影
・赤外撮影/産業/調査研究分野への応用 ・360°撮影
・企画/構成/演出/映像作品の制作 ・航空測量、３Ｄ地形マップ制作
・ドローンに付けたワイヤーにより非広範囲制限を行う飛行も可能
・飛行出来ない場所やプロペラの音や風を嫌う撮影にはリモコン滑車による
ケーブル移動撮影も可能です。

各種プロモーション映像用、記録、映像素材の撮影から調査研究などの撮影。
また、撮影だけでなくＰＲ用映像作品としての制作も承ります。

非飛行撮影と特殊撮影

Drone Arts

非飛行撮影
ドローンが飛行できない場所でもEXロッド撮影やケーブルカムを使用して
空撮風な映像作りを行います。

特殊撮影

時間を加速させるタイムラプス、モーションラプス撮影。

水中/水上特殊撮影
水中ドローン撮影、水上フロート撮影。

空中だけでなく水中へもフィールドを広げて好奇心は加速します。
時間をコントロールし、見えない世界を可視化する事にも挑戦しています。

Drone aerial video photography

Drone Arts

空の映真

Kuu no eishin

時代は空からの眼を与えてくれたのです。
今までは見ることが出来ないものを見ることは
感動と驚きを与えてくれるのです。ドローンは
新しい表現を生み出すカメラなのです。

https://youtu.be/elsyl3JCs-8

landscape video special photography

時の幻閃

Drone Arts

Tokino gensen

タイムラプスやモーションラプス撮影は切り取
った時間を加速して見ることが出来ます。
見えない世界が見えてくる、新たな発見がそこ
にあるのです。

https://youtu.be/OX4p77fmYgc

landscape video special contents
Rime of moriyoshiyama 森吉山の樹氷
秋田県北秋田市の森吉山の樹氷をドローンで撮影して
表現いたしました。

https://youtu.be/AMw-vJ6rrTA
お問い合わせは HM-ARTS のＨＰへ

https://www.hm-arts.com/drone-arts/index.html

ＰＣやタブレットでは各ＵＲＬをクリックまたはタップするとブラウザが立ち上がりＷｅｂリンク動画をご覧いただけます。

ご相談から撮影，納品までの流れ

Drone Arts

以下の要件を確認していただきメールにてお問い合わせください。

1. ご相談・お見積もり
飛行場所と撮影対象が
決定している場合

撮影カットが決まっている場合は GoogleMap などで現場の状況を
確認してお見積もりいたします。

飛行予定場所が
複数ある場合

現地判断で撮影カットを決定するか、事前ロケハンで撮影ポイントを
決定いたします。それに基づいてお見積もりをいたします。

非飛行撮影
ケーブルカムなど

ドローンを飛ばせない場所等はドローンを利用したケーブルカムや
やロッド延長して撮影出来る場合がありますのでご相談ください。

タイムラプス / モーションラプス等の
特殊撮影

GoogleMap 等で撮影場所の確認をいたします。
特殊撮影は 1 日単位のお見積もりとなります。

PR 映像 / 企業 VP などシナリオ、編集、
ナレーションを含むパッケージの制作

シナリオから映像と合わせたナレーション挿入など
内容に合わせたトータルのお見積もりをいたします。

ドローン空撮は航空法、無人航空機規制法などの要件により飛行できない場所もありますので、ご相談時に正確
な飛行場所をご連絡ください。場所により許可が必要なケースも出てくる場合がありますので、なるべく早めに
ご連絡いただけたらと思います。GoogleMap 等で確認が取れず事前ロケハンが必要な場合には、別途ロケハン
費用が発生する場合があります。
タイムラプスなどの特殊効果撮影も撮影時間と気象状況に影響されますので、撮影には予備日が必要な場合があ
ります。細かなご相談が必要な場合にはお電話、または関東近辺の場合にはお伺いしてご説明する事も可能です。
360 撮影、航空測量、赤外線撮影などもご相談ください。
撮影費用の内訳はドローン撮影料、納品メディア費用、交通費などとなります。撮影規模や使用するドローン
により価格は変動いたします。またドローンの動きなどの撮影演出が必要な場合にはフライトディレクションも
お引き受けしますのでご相談ください。

2. 発注と撮影
お見積もりをお送りするときにフライトプランを作成してお見積もりと共にお送りしますのでご確認ください。
内容に納得していただけたら、メールまたはお電話で発注していただきます。撮影日に関しては候補日、予備日
を設定して準備いたしますが、天候により日程変更が必要な場合がありますので、撮影は基本的に撮影日三日前
に判断させていただきます。（何れの撮影の場合でも雨天、強風の場合には撮影出来ませんのでご了承ください）
フライト終了後に写真データに関しては SD カードなどにより納品可能です。動画データに関しても無編集の
データに関しては当日納品可能です。写真のレタッチ作業、動画の編集作業が必要な場合には後日納品となりま
す。PR 用の VP 制作に関しては，あらかじめ作成した全体スケジュールの中で調整いたします。

制作の流れ/機材

Drone Arts

1. 制作の流れ

ご相談 / お見積
ドローン撮影 / 非飛行撮影
フライトプラン作成提出

特殊効果撮影
プラン作成提出

映像制作
企画構成案作成提出

発注
撮影

シナリオ
ストーリーボード作成

動画
無加工データ納品

動画 / 静止画

撮影
動画 / 静止画
無加工データ当日納品

動画編集
静止画加工データ納品
* オプション作業

動画編集
合成データ作成納品
* オプション作業

ご質問、ご相談、お見積もり依頼は HM-ARTS

撮影

動画編集
ナレーション録音
グラフィックス制作作業

試写 / 納品

HP のメールフォームよりお問い合わせください。

2. 機材関連
Drone
Cate1・DJI S900 + sony α6000
Cate2・Inspire2
* 赤外線カメラ
Cate3・Phantom4
Cate3・Phantom3
Cate3・Mavic Pro * 全天球 360 カメラ
Cate4・Mavic Air2
Cate4・Mavic MINI
Cate4・Parrot ANAFI （真上撮影可能）
Cate5・Parrot Disco （広域自動撮影）
Cate6・Micro Drone （FPV 撮影）
Cate7・水中ドローン FIFISH
Cate7・水上フロート C-DOCK

特殊撮影機材
ケーブルカム ( リモート滑車 100ｍワイヤー）
ドローンスパイダー（有線によるドローンの飛行制限）
OsmoPocket もしくは Cate4 Drone 用
延長ロッド 6ｍ
延長ロッド 1.7ｍ（OsmoPocket Control）
sony HV400 + 自動回転雲台
Osmo Pocket/GoPro8/Insta360 R/Insta360 GO/
Garmin Verb

ドローンは用途別にカテゴリー分けしています。
お見積りに関しては使用機材、撮影内容
や撮影時間により算出いたします。
Cate1 ハイエンド + ミラーレスカメラ
撮影以外に別途交通費（関東起点）や
Cate2 ハイエンド + 赤外線カメラ ジンバル付き
必要に応じて宿泊費などもかかる場合が
Cate3 スタンダード *MavicPro は 360 全天球カメラ搭載可能
あります。撮影上の演出などもご相談く
Cate4 小型ドローン 屋外だけで無く屋内撮影も可能
ださい。
Cate5 広域空撮用飛行機型ドローン
Cate6 Micro Drone& ドローンレーサー 超小型ドローン
Cate7 水中ドローン / 水上フロート * マーク付きはオプションとなります。
お問い合わせは HM-ARTS のＨＰへ

https://www.hm-arts.com/drone-arts/index.html

