
1を生み出し、未来をつくる。
Your future is…whatever you make it. ドローン空撮・写真撮影・映像制作
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こんにちは、8DRONE8（エイトドローンエイト）です。 

大阪を拠点に、ドローンを使った空撮動画撮影、写真撮影を手掛けています。 

  

私たちの撮影コンセプトは「０から1を生み出す」こと。 
依頼内容をただ形にするのではなく、思わず心が動かされてしまうような「1シーン」
を撮ることに全力を注ぎます。 

  

どんなに高画質で綺麗な映像でも、そこから何かが生まれないと意味がありません。 

見る人に「何を伝え」、見た人が「何を想い」、最終的に「どう行動するのか」が重
要だと考えます。

SERVICE
8DRONE8ができること



「このPR動画に空撮シーンを入れると、魅力を強く印象付けることができる」 
「全校生徒が集まった、今、この瞬間を1枚の写真におさめたい」 
「愛する地元の変わりゆく街並みを、記憶と記録に残したい」 
「会社の規模を知ってもらうために、紹介動画に空撮映像を入れたい」 
「今までにない視点から映像を見た時の、ユーザーの反応をみてみたい」 

まずはご要望をありのままお伝え下さい。1シーンはストーリーの一部分ですが 
「これがあって良かった」と思っていただける1シーンを形にします。



空撮を通じて、頼れるパートナーを目指しています

動画クリエイターの方々へ 

2オペレーションでご希望のイメージを形に

します。空撮はもちろんのこと、ロケ当日

準備、映像編集など、制作チームとして動画

制作に参画することも可能です。 

映像プロデューサーの方々へ 

ニュース、バラエティ、ドキュメンタリー

などのテレビ番組内で使うイメージカット、

映画やMVの1シーンを撮影します。ご要望

があれば全国どこへでも駆けつけます。

カメラマンの方々へ 

空からの映像が必要な場合はお任せ下さい。

解像度は4000×3000の1200万画素、データ

形式は動画 4K 30fps、静止画 JPG/DNG

（RAW）が可能です。

デザイン事務所様へ 

案件の大小に関係なく、お客様の成果につ

ながるクオリティの高い仕事をしたいと思っ

ています。私達のたちの経験、視点、セン

スをお使い下さい。

官公庁・地方自治体の担当者様へ 

観光促進や移住などの地域振興のPR動画に

は空撮が欠かせません。いつもとは違う角

度から街並みを見ることで、新たな魅力に

気づくこともあります。 

WEB制作会社様へ 
海が見える旅館の外観や周辺動画、工場の

規模を伝えるための写真など、ホームページ

のコンテンツに必要な素材を様々な角度か

ら空撮します。動画制作も承ります。 



PERFORMANCE
空撮実績

和歌山県白浜町周辺  社内向け動画

社内イベントで使用する動画に、アクセントとして空撮を活用したいとご相談を受けスタートしたプロジェクト。
場所は和歌山県白浜町。事前調査、南紀白浜空港へのフライト許可などを担当いたしました。
ご相談から撮影まで約１週間ほどのスケジュールでしたが、許可など問題なくクリアすることができました。

社内イベント用動画に使う空撮シーンを担当しました。

Category: 社内向け動画

Plan: 2シーンプラン　　  

Price: 8~12万円



生駒市の転入促進のPR動画の空撮を担当させていただきました。 
PR動画はなんばパークスシネマ（映画館)全スクリーンで放映され、大阪に住む方へ生駒市の魅力を伝えることがで
きました。 
また撮影した一部の空撮シーンは朝日放送『朝だ！生です旅サラダ！』の生駒特集で全国ネットで放送されました。

撮影当日の裏側はブログでも紹介しています。

「住みよさまんてん、生駒で暮らそう」PR動画の空撮を担当しました。

生駒市  転入促進PR動画

Category: 地方創生

Plan: 2シーンプラン　　  

Price: 8~12万円

https://www.asahi.co.jp/tsalad/
http://www.8drone8.com/content/2016/12/23/ikomashi/
https://www.youtube.com/watch?v=eYW5jQ2R98A


加古川市のPR動画の空撮を担当させていただきました。加古川市の観光名所として有名な『国宝鶴林寺』を空撮さ
せていただきました。

国土交通省への飛行許可申請、境内での撮影許可など事前準備をしっかり行い撮影させていただきました。国宝の上
空にドローンを飛行させる非常に貴重な経験を積むことができました。

撮影当日の裏側はブログでも紹介しています。

加古川市PR動画 国宝鶴林寺の空撮を担当しました。

加古川市  観光PR動画

Category: 地方創生

Plan: 2シーンプラン　　  

Price: 8~12万円

http://www.8drone8.com/2016/11/08/kokuhou-kuusatsu/
https://www.youtube.com/watch?v=uCrXc5wbk78


猪名川町PR動画の空撮を担当しました。

猪名川町  地方創生PR動画

Category: 地方創生

Plan: フリーシーンプラン　　  

Price: 18~24万円

猪名川町のPR動画の空撮を２日間に分け担当させていただきました。猪名川町の魅力をたっぷり伝えれる『大野
山』『マウンテンバイク・トレイルラン』『屏風岩』『天文台』を空撮させていただきました。

自然豊かな環境が大阪の通勤圏内にあるのは驚きでした。撮影中も地元ならではのお店や観光名所などを回れ非常に
楽しい撮影となりました。

１日目：撮影当日の裏側はブログでも紹介しています。　　２日目：撮影当日の裏側はブログでも紹介しています。

http://www.8drone8.com/project/kakogawa-city-day2/
http://www.8drone8.com/2016/11/23/inagawacho-drone/
http://www.8drone8.com/2016/12/26/inagawacho-drone-day2/


樋越デザイン事務所 様 

8DRONE8というドローン空撮撮影サービスを立ち上げ当時から、お付き合いさせて頂いており、いままで8DRONE8さん
とは4・5回ほど一緒にお仕事をさせて頂きました。 
ドローン撮影に情熱を持ってて、少しでも良いカットを撮ろうと努力してくれる姿にはいつも関心させられます。 
またドローンを飛ばす場合、撮影場所の申請を取らないといけないことも多いのです。 

この努力してくれる姿や親身になって頂ける姿が、僕にとってはとても重要です。 一緒に仕事してて心地よいから、ずっ
とリピートで仕事を依頼してます。 

当方（樋越デザイン事務所）で映像プロジェクトでドローンが必要なった場合はいつも、8DRONE8さんにお願いしている
のですが、また通常の地上の撮影にプラスで「空撮」というカットが増えるだけで、映像作品の質が一気に向上します。 
今まで地上からでは見えなかった、「街の風景」や「山の景色」がまるで鳥のような視線となって描くことができます。
エンディングに使えるくらいの絵力がドローンの空撮にはあります。 

また、撮影現場にドローンがあるだけで、撮影現場にいるクライアントさんのテンションも上がり、いつもドローンや操
縦している姿をスマホのカメラで撮られています（笑） 
そして、ドローンを飛ばすことで一番大事な「安全性」というのも最大限に気をつけて仕事しておられます。

VOICE
お客様の声

ホームページはこちら2015年 DESIGN AWARDS ASIA (DAA)  Design Of The Day受賞

http://higoshidesign.com/
http://designawards.asia/ja/ikeuchi-yuzen/


PRICE
空撮料金



SUPPORT
様々な面でお客様をサポートします

電話・メール相談は

何度でも無料です

安心の２オペレーション

（２人体制）

ドローンからの静止画撮影は

枚数制限無し

現地で撮影データを確認

現地納品可能です

納品形式選択可

（mov・mp４など）

最寄り駅まで車送迎可

（車内コーヒー付・交通費別）

撮影キャンセル、

日程変更は前日まで無料です

時間内ならご満足いただけるまで

何度でも撮り直します

※撮影料金はすべて税込でご請求いたします。　※交通費・宿泊費は別途実費がかかります。 
※前日ロケハンは別途お見積いたします。　　　※当日のキャンセルはお見積額の100%のキャンセル料がかかります。



加入保険について

DJI賠償責任保険
2017年1月から2018年1月まで 

対人・対物：最大1億円

人格権侵害：最大1億円

近年、テクノロジーの進歩によりドローンの飛行精度は上がって

おりますが、落下や衝突などのリスクを常にはらんでいます。 

8DRONE8では万が一の事故に備え、全機体、DJI賠償責任保険に

加入しています。 

物理的な損害（第三者への対人／対物）は最大1億円まで、撮影

によるプライバシー侵害などによって被った人格権侵害は1名1千

万円、1事故1億円まで補償されます。 

私たちは、充実した保険通じて、クライアント様の「安心」と「安

全」の両面をしっかり支えています。



空撮許可申請について
過去の飛行実績が認められ、2017年1月に国土交通省より日本全国の
飛行許可・承認（1年間）を得ることができました。 

これまで、案件毎に国土交通省へ飛行許可申請を行っておりましたが、
不要となり、スピーディな対応が可能となります。（通常は3、4週間
で飛行許可がおります。） 

今回承認された内容は以下になります。 

  

・人口集中地区（DID)上空での飛行 

・夜間飛行 

・目視外飛行 

・対人、対物との距離30m以上を確保できない場合の飛行

急にドローンの撮影が必要な場合や、人通りが多い街中での撮影をご希望の方は、一度ご相談ください。

ドローンの飛行ルールに基づき、安全を最大限考慮した最適なフライトプランをご提案いたします。



空撮 Q&A 
Q.  どこが空撮できる（飛ばせる）かわかりません。 
A. 8DRONE8がお調べしますので、お気軽にご連絡下さい。正式なご依頼前でも構いません。

Q.  空撮当時までの流れを教えて下さい。 
A. お電話、またはメールにてお問い合わせをいただき、空撮内容・場所・日時をお伝え下さい。 
       ご要望をもとに空撮可能かどうかを事前に調査します。可能な場合はお見積をご提出いたします。 
　　見積内容がよろしければ、当日現地で空撮を行います。 

　　※注 
　　8DRONE8は日本全国の飛行許可・承認を得ているので飛ばせないケースはほぼありませんが、 
　　イベントなど多数の人が集まる場所での空撮、物を吊るす・運ぶ・投下・ドローンに何かを付属させて 
　　飛ばすなどの特集案件に関しましては別途飛行許可申請が必要になる場合がございます。 
　　申請はすべて8DRONE8が行いますのでご安心下さい。（※別途申請費用がかかる場合があります。）

Q.  急ですが、近日中に空撮してほしいのですが？ 
A. 最短でお問い合わせ翌日に撮影できる可能性があります。まずは一度ご連絡下さい。

Q.  撮影時にドローン壊れた場合は弁償しなくてはならないのでしょうか？ 
A. 8DRONE8では機体保険に加入しておりますので、ドローンの破損に関しましては弁償していただく必要は

ございません。



OUR DRONE
空撮ドローン

DJI  INSPIRE 1 DJI  MAVIC PRO

私たちは、世界最大のドローンメーカーDJIが「空撮のプロを刺激する
一機。 」と謳う、空撮に特化したドローン【INSPIRE1】をメインで使
用します。

最大の特徴は2オペレーション（2人体制）で撮影を行えるところです。

操縦者とカメラオペレーターの2人で挑むことで、1人の時よりも、クオ
リティの高い映像が撮影できます。

更に、3軸安定化ジンバルを搭載しているので、映像ブレを最小限に抑
えることが可能です。

DJI史上最もコンパクトな最先端のフライングカメラ【Mavic Pro】。
障害物自動回避システムが搭載されているので、INSPIRE1では不可能な
狭小地での繊細な撮影を可能にしました。

また最大で15m先の障害物を認識するので、飛行時の安全性が高まるのも
この機体の特徴の一つ。 

クリエイティブな1シーンを、安全かつ確実に撮影することができます。



ADDITIONAL SERVICE
その他のサービス

8DRONE8では『0から1を生み出す』というコンセプトのもと、様々
なジャンルのプロフェッショナルと繋がり、包括的に支援していきた
いと思っています。 

ドローン空撮以外にも、様々な案件を承りますので、お困りごとがあ
れば、ぜひ一度ご相談ください。 
（※結構無茶なことでも構いません。一度ご連絡ご相談ください。） 

・ドローンを使ったプロモーション企画（物を吊るす・音を出す） 

・動画制作　　・空撮許可申請代行　　・企画ディレクション 

・写真撮影　　・ホームページ制作（10年以上のキャリアがあります。）

ドローンを使ったプロモーション企画のテストフライト



CONTACT
空撮依頼・ご相談

ご依頼、お問い合わせをお待ちしております

私たちはお客様の成果につながる良い仕事をしたいと思っています。 

内容はプランに限らず、ご要望をおうかがいしてシーンの提案をすることも可能です。 

「こんなことできるかな？」と思ったら、まずはお問い合わせ下さい。 

会社住所

〒532-0024 

大阪府大阪市淀川区十三本町1-20-20 

竹本ビル3F

お問合わせ

080-3773-6163 担当：羽田
メール：info@8drone8.com

日中は撮影のため、電話が繋がらない場合が 
ございます。 その際は折り返しご連絡 

させていただきます。

営業時間

平日10:00～18:00 

※撮影は土日祝も行います。



LIFE
私たちについて

BLOG

http://www.8drone8.com/blog/

STAFF

NOBUYUKI HADA
Drone pilot. Filmmaker. 
Favorite 
DJI.Camera.Micro Four Thirds.Music.

8DRONE8のドローンパイロット兼カメラ担当。  
年間のフライト数は120回以上を誇り、『人の心が動く』映像を生み出
すべく、全国各地でドローン空撮に奔走している。カメラをこよなく愛
し、公私共に撮影漬けの毎日を送っている。

COUTAROU ODA
Drone pilot.Designer. Creative Director. 
Favorite: 
Beer.Family.Swing-trade.Pro Wrestling.Art.

インターネット黎明期に、偶然家にあった父親のMacintoshで 
デザインを始め、好きが高じて腕時計販売員からWebデザイナーに転身。
ディレクターを経て、現在はドローンパイロットの傍ら、育児に追われ
る2児の父。

http://www.8drone8.com/blog/
http://www.8drone8.com/blog/


LIFE
私たちについて

Instagram Twitter

https://twitter.com/8drone8/

https://www.instagram.com/8drone8/

https://www.instagram.com/8drone8/
https://twitter.com/8drone8
https://twitter.com/8drone8
https://www.instagram.com/8drone8/

