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感動そして愛を映像に収める。

Impress And Love In Video

写真に写った大事な瞬間をより深い感動で伝えることができるだろうか。

誰でも製作できる映像はないだろうか。

感動的な瞬間を一緒にしたかったし、
みんなに近づける映像を作りたかったです。　

代表　キムドンハク　イヨンゼ



フィルメーカー

セルフ モバイル招待状ウェディング式前映像

親御監査映像 / 古希の宴 映像

映像の手紙 / プロポーズ映像 
　誕生日/子供達成長映像

スタジオ フィル / フィルメーカー 

各自社ターゲットニーズニ最適化された
プロヅエクトを企画し新たにしました。

15分で製作できる最先端セルフi映像制作システムでお
客様の満足度や利便性を重要視しています。



フィルメーカーを特別にする人たち
[ 簡略 会社 組織図 案内 ]

代表取締役

設立日

職員数
住所

連絡先

キムドンハク　イヨンゼ

2012年4月

24名(2018년年10月 基準)

서울특별시 서초구 양재동 91-9  /  경기 군포시 산본동 1142-1 

1522-0508   http://feelmaker.co.kr  kdh@feelcorp.co.kr
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History

フィルメーカー = 
STORY OF US

2012.04 フィルモーションの創立

2014.01  フィルコミュニティ相互変更

2014.05  アウディコリア·ファイナンシャル/  満水·無降など14社と提携 2015.01  カード1番

街提携 /  韓電KPS広告撮影

2016.01  フィルモーション·ベビー / フィルモーションカード(セルフモバイル招待状)事業拡大

2016.05 フォトモン(カード王)/ポジャギカード/ 提唱ブルカード/ジャンボカード提携

2017.01 セルフ製作システム特許権取得/ルシナ産婦人科提携及び広告契約

2018.02 バールンカンパニー 全系列会社の提携進行/自動化システムの開発完了

2018.08 フィルコミュニティの海外事業着手/日本事業者所在の登録

2018.09  世界初のhtml5形式スマートフォン·パソコン製作可能フィルメーカーオープン 



セルフ製作

モバイル招待 

セルフ製作

ウェディング式前映像

成長動映像 

ブランド価値　UP
+

滞留時間 UP

フィルメーカーとの協力提携を通して,自社のブランド信頼度と滞在時間の増加効果により,直接広報を通じてより多くのお客様を誘致できます。
無料セルフモバイル招待状サーバーを提供すると同時に,低価格の映像制作で様々なイベントと消費者を募集することができます。

提案いたします。



変化したセルフ映像製作で耳目を集める。

最初の自動化セルフ製作はお客さんあるいは提携会社の利便性に欠けるという気がし
ました。
しかし今はいつでもどこでもスマートフォン·パソコンを使って製作できる筆メー
カーで,映像とモバイル招待状を早く簡単に作れます。

提携会社 フィルモーション

顧客資料伝達
修正事項伝達

資料案内

顧客CS伝達
顧客資料伝達

顧客修正事項の伝達

顧客完成映像配信

CS

職員が製作手動方式 

提携会社 フィルメーカー

顧客
CS

CS

クーポン及び提携モール
URL伝達
밗

セルフ製作/ セルフ修正完了
映像ダウンロード

自動化方式 



自動化の特点

제안배경

価格많

時間

クオリティー

相談

提携会社

利便性

手動化 自動化

提携使用安価な単価 (LOW)

平均製作時間0.5時間 / 最大1時間

自動化システムで提携会社の業務縮小

モバイル製作可能及び
24時リアルタイム修正
可能

直接制作や体験
映像製作だけで
家族も増加

1:1リアルタイム相談
1:1 対応
親切相談

専門家製作で
クオリティの最上

製作時間3~4日所要

発注及び注文関連
提携会社の業務増加

オンライン販売価格
(70,000원)

写真ファイルアップロード後꽭쫅

追加作業なく映像受領



5 STEP MAKER

STEP.01

INFORMATION

映像に必要な情報を作成します。ウェ

ディング映像の場合,新郎新婦の名前と行

事日付を作成します。

映像の手紙の場合,ボーイフレンドの名前

とイベント日付を作成すれば良いです。



5 STEP MAKER

STEP.02

INPUT DATA

写真及び動画をアップロードします。

一度に多重にアップロードが可能なの

で繁雑さがありません。

また,ドラッグ方式でデスクトップペー

ジの資料を簡単に移動することができ

ます。



5 STEP MAKER

STEP.03

EDITER

リアルタイムで変更する場面を確認する

ことができるし,実際の写真が映像フォー

ムの中に入る区間を確認できます。

アップロードされた動画も易しく望む区

間を選んで実際の映像に挿入できます。

切り取り/拡大 /縮小 /回転など 短縮鍵機

能があるため,素早く作業も可能です。



5 STEP MAKER

STEP.04

EDITOR TEXT

映像に実際に入るフレーズをお客様が望

む文字に変更できます。



5 STEP MAKER

STEP.05

END MAKER

文具変更が完了した後には,最終的に映像

を製作するか否かQUESTIONを示しま

す。 お客様が出力ボタンをクリックする

と,約10-50分以内に映像が製作され,顧客

文字で完了のご案内を発送します。

PC / MOBIEL 100% 支援



new approach

フィルメーカー提案!

LOW PRICE

低くなった価格で映像を製作できます。

他社が使うFLASH PLAYER ベースではないため,モバイル機器で製作可能です。

顧客が直接映像を製作し,修正が可能で,パーティープランナー様も簡単にサービス用で製作した後,お客様に

お届けできます。制作時間は写真アップロード後1時間以内に製作され,再修正も難なくできます。

FREE INVITATION

無料モバイル招待サービスを提供し,映像だけでなく提携会社の価値と利便性を高めていきます。
このすべてのものは無料です



体系的な提携管理システム
提携会社の全社員が簡単に手軽に
提携管理システムにより精算,顧客DBなどをご確認いただけます。

添付ファイル(連携管理システム)を確認してください。

決済/制作現況 / 日刊訪問者照会機能(GOOGLE)



Reason

期待に値する
提携効果 提携会社

フィルメーカー   高客

共同価値の創出

満足度及び便利さ専門性向上

競争力向上
業務能率向上



v

価値を高める縁の始り。 FEELCOMMUNITY
フィルコミュニティーは提携会社との未来を考える企業であり

お客様の満足を最優先に考えます。

変化する映像業界で早く適応して,

高品質で上質な映像を製作·伝達

企業だと断言できます。

これまでのさまざまな提携経験を通して

お客様に一番必要なものが何か,また提携会社と

友好的な関係維持のために必要な事項が何なのかを

正確に認知しており,それに合った便利なサービスと

専門性を備えています。

このような背景を元に貴社にビジネスパートナーを提案し,

後悔ない選択で貴社と友好的な提携関係になるように

心よりお祈りします。

ㅍㅍ



ありがとうございます。 FEELCORP

https://feelmaker.co.kr

https://feelmaker.co.kr
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