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入場無料

下に名刺をホチキス止めするか、右にご記入ください。

会社住所

お名前

会社名

電話番号

E メール

〒

または自宅住所

  主な仕事内容をひとつ選んで □ にチェックを入れてください

□ 写真館 /スタジオ

□ デザイン / 出版 / 印刷

□ カメラ店 / 写真店 /DP ショップ

□ フォトグラファー

□ ブライダル関連ビジネス

□ メーカー / 商社 /ラボ

□ IT・通信関連ビジネス
□ 家電店 / 量販店

□ 衣裳関連ビジネス

□ 一般 / 学生

■ 左記へPHOTONEXTからのご案内をお送りしてもよろしいですか。

□ 送って欲しい □ 送らないでください

□ 郵便 □ メール □ 両方

入 場 受 付 票

名 刺 添 付 欄

● PHOTONEXT は、コマーシャル、報道、出版に関わるフォトグラファー、写真
館や写真店 /DP ショップ、ブライダル関係、メーカー、商社、ラボなど写真のプロ
& ビジネスが集まる展示会とセミナーの日本唯一最大スケールのイベントです。

● 第 8 回目を数える PHOTONEXT。最近の顕著な傾向は来場者の若返りです。
ひとつには、経営者層の世代交代。ひとつには、フォトビジネス現場の若手スタッフ
達がフォトネクストに送り出されていると分析されます。2017 は、こうした若い来
場者にターゲットを当て、若き経営力、若き現場力に応えるイベントを打ち出します。
講演 / セミナーもフレッシュな提案型の講師がラインアップ、ご期待ください。

若きリーダーが扉を開く新未来フォトビジネス

フォトグラファーズ&フォトビジネスフェア

パシフィコ横浜 CD ホール

6月 20［火］21［水］
10:00-18:00 10:00-17:00 プロ機材&セミナー

最大規模のイベント

第8回 フォトネクスト

ペーパーアート・太田隆司/「Happy Endの記録」



ヨドバシ強さの本質たゆまざる写真需要喚起の努力

全国に20 店舗以上を展開する量販のエクセレントカンパニ
ー「ヨドバシカメラ」、祖業であるカメラ & 写真機材用品
販売にはいまも変わらず全力投球。なかでも貪欲に取り組
んでいるのが「写真需要の喚起」だ。常に売り場を工夫し
てプリントの楽しさを訴求したり、撮影会 / 写真教室の主
催やネット・フォトヨドバシを通じた写真需要の底上げを地
道に続けている。単なる物販の領域を超えた、需要創出型
ともいえるヨドバシの本質が、いま明らかにされる。

  20 日 ／ 11:00 ┃ センターステージ

日野 文彦 （株）ヨドバシカメラ　
専務取締役 営業統括本部長 兼 販売本部長

楽天が切り拓くウェディングフォトの予約サイト

日本最大規模の EC モールを立ち上げて急成長し、イン
ターネットビジネスをリードし続ける IT 企業の雄「楽天」。
その楽天が、ウェディングフォト分野に本格参入。ネットで
の前撮り予約サービス「Picmarry= ピクマリ」を立ち上げ
た。写真のスタイルや、前撮りの希望条件をもとに、全国
のフォトスタジオからお目当ての商品プランを見つけて予約
できるシステムだ。Picmarry を立ち上げに従事した平尾
氏が、その仕組みと現状、今後の展開を詳説する。

  21 日 ／ 11:00 ┃ センターステージ

平尾 綾子 楽天（株）　
トラベル事業 ウェディング事業部

プロクラム
21日の

プロクラム
20日の

子ども写真館の台頭、衣装店など多業種の参入、カジュアル＆一軒家といった新スタイル、
競争激化が進むスタジオ写真分野のなかで、関西に本社をもつキャラットは、激戦区の
東京自由が丘をはじめ各地にアグレッシブに進出している。正統的で先進的なビジネス
展開が一目を置かれていたキャラット、その秘密のベールに包まれた戦略が明かされる。

佐野 隆之 （株）キャラット　代表取締役

ついに明かされるキャラット経営戦略の力強さ

  21 日 ／ 15:00 ┃ センターステージ

フリーランスの写真家として広告、雑誌、Web などの媒体で活躍する渡辺一城、本城
直季、牧野智晃、栗原論の各氏が結成した共同写真事務所「4×5（シノゴ）」。地域の
アートイベントで、日曜日に各人の個性を結集してクォリティの高いポートレートを撮影し
ている。実際のライティング機材を整えた撮影現場を再現して撮影の実際を見せる。

4×5（シノゴ）

若さあふれる写真家集団の
サンデースタジオ活動

  20 日 ／ 16:00 ┃ セミナースタジオ

あらゆる素材の紙を用いて、重ねたりカッターで切ったりしながら、立体感あふれるペー
パーアート作品を 20 年以上にわたって制作している太田氏。結婚式を題材にした情感
あふれる作品の実物をイベントギャラリー展示。約 19㎝の奥行きのなかにつくられる独
特の世界と、制作秘話は、フォトビジネスに携わる人たちの憩いのひととき。

太田 隆司 ペーパーアート・クラフト作家

結婚式のドラマとストーリーをつむぐペーパーアート

  20 日 ／ 16:00 ┃ イベントスペース

CM スタジオで導入されているライティング機材を、9×6m の開放感あふれるスタジオに
セッティングして撮影するユニークなブライダル。スタジオスペースとスタッフが限られる
なかで、バリエーション豊かなウェディングフォトを撮影するために必要なスキル、撮影
シーンの組み立てをはじめ、撮影時から顧客に感動を与える総合的なテクニックを披露。

苅谷 直樹 ニーナ プライマリー ピクチャーズ

スタジオで撮るウェディングの技法が新鮮度高い

  21 日 ／ 14:00 ┃ セミナースタジオ

今村氏は、あの日から岩手県陸前高田市に通い続け、そこで成長する子どもたちにカメ
ラを向けてきた。その表情や情景を写真に残して後世に伝えたい。名取洋之助写真賞を
受賞した若きフォトグラファーが、これまでに現場に足を運んで撮った目を見張るばかり
の作品の1カット1カットを語り、撮影の本質につながるドキュメントフォトの真髄に迫る。

今村 拓馬 写真家

ドキュメンタリーフォトに新風を吹き込む若き感性

  20 日 ／ 16:00 ┃ センターステージ

20 年以上にわたり勤務した自動車部品メーカーを退職し、被写体に寄り添った写真を
撮ろうと「写心家」として活動する永田氏は、ソニーのプロサポート会員として、ミラー
レス機を徹底的に使いこなす。BtoB でのシビアな仕事を通じて体得したテクニックは、
ミラーレス機によるプロ用途の可能性を探る点で、初のデモセミナーとなる。

永田 知之 写心庵

プロの撮影領域で活躍するミラーレスの可能性

  21 日 ／ 12:00 ┃ セミナースタジオ

スタジオ勤務を経てファッション、広告カメラマンのアシスタントを務めた後、篠山紀信
氏に師事して独立。現在は雑誌、広告の分野で人物撮影を中心に活動。アーティスト村
上隆氏をはじめ美術作品の撮影にも携わる。多様な写真経歴の歩みから生まれた独自の
視線によるポートレート、そのテクニックをデモ。（カメラ記者クラブ企画提供）

緒方 一貴 写真家

これが最前線だポートレート撮影のテクニックをデモ

  20 日 ／ 14:00 ┃ セミナースタジオ

写真館ポートレートのフォトショップ使い第一人者小山氏が、革新的な機能を搭載し続
ける Adobe Photoshop の最新活用術を総ざらい。追いつけないほどの高機能を、日
常の画像加工作業に取り入れて見違える効果に結びつけるテクニックを紹介。歪みツー
ルでの顔認識や利便性の高くなった切り抜きツールなどが写真づくりをステップアップ。

小山 昌昭 小山写真館

新テクノロジーで高機能化進むフォトショップを使い倒す

  20 日 ／ 12:00 ┃ セミナースタジオ

2017

結婚披露宴では、予告ムービーが映像商品の中核を担う予感。新郎新婦が参列者に感
謝の気持ちを込めて、思い出のスポットなどで撮影しながらメッセージとともに 1 本のム
ービーに仕上げ、披露宴本番で上映するもの。これにドローンを使うと、すばらしい映像
作品に仕上がる、その具体的技法。

井出 慎也 IDEA PHOTO WORKS

披露宴ムービーの感動力を格段アップするアングル

  20 日 ／ 13:00 ┃ センターステージ

商品撮影や企業・学校ほか施設・店舗・住宅といった建築撮影で幅広く活動する久岡氏。
静止画以外にもプロモーション動画やドローンによる空撮も手がける。ドローンを取り入
れることで拡がる撮影領域、習得しておきたい技術や知識を、実例などをもとにフォトグ
ラファーの立場でわかりやすく解説する。

久岡 健一 久岡写真事務所

フォトグラファー目線で極めるドローン習得の肝

《 ドローン実戦活用の現場から ① 》

《 ドローン実戦活用の現場から ② 》

フォトビジネスを元気いっぱいに!!　注目度・関心度ナンバーワンの基調講演

ヨドバシカメラ 楽天

ことしも熱い



● 有料セミナーは事前申込み制です。詳細はホームページで確
認のうえ申込みフォームから、または E メール、下記に記入し
て FAX でお申し込みください。受講料のお振込みや参加に関す
る必要事項を、直接ご連絡いたします。

有料セミナーは、残席がある場合に限り、当日に受講料をお支
払いのうえ参加できますが、入場手続きなど予約申込の方が優
先になりますのでご了承ください。
開始 30 分前までにセミナー会場受付へ直接お越しください。

［有料セミナーの当日参加］

楽しさ
いっぱい
イベント
スペース

来場に際しては、このパンフレットに印刷されている「入場受
付票」を切り離して記入のうえ、受付にお越しください。入場
証、公式ガイドブック、用品カタログなどを無料で差しあげます。

「入場受付票」は、会場入口ロビーにも備えてあります。

有料セミナー

A B C 3 コース
〈事前申込制〉

聴講無料
入場無料

講演 /セミナー /イベントなど
すべて聴講無料。
（有料セミナーを除く）

桂由美さんのメッセージと金賞授賞式イベントスペースとギャラリー

ウェディングフォト・アワード表彰式。桂由美さ
んのメッセージ & 授賞式典は 6 月 21 日 / 午後
1 時からセンターステージで開催。金賞受賞者
以外の一般の方も入場可。講演を聴講できます。

PHOTONEXT 2017 のイメージフォトはペーパー
クラフト作家、太田隆司氏の作品。イベントスペー
スでは、実際のペーパーアート作品を展示するほか、
ギャラリーでは例年以上に充実したプロフェッショ
ナル分野での受賞作などを多数展示いたします。

ウェディングフォト･アワード2017

有料セミナー C 21日　10:00受講料（税込） 12,000 円

● スタジオは記念写真を撮るためだけのスペースではな
い。顧客がふだんの何気ない日に、遊びにきた際に写真
を撮る。堅苦しさを取っ払い、スタジオ開放デーやカフ
ェを設けるなど、元地方公務員が立ち上げたフォトスタジ
オは、一般的な写真館とは根本的に考えが違う。一軒家
の限られたスペースでの多ショット多ポーズ撮影とライテ
ィングが参考になる。

● 広告写真の分野で約 30 年間培ってきた技術を活か
し、生まれ故郷の京都で家族といっしょに、上質な衣装
を使って本格なライティングで撮影するスタジオを立ち上
げた。「ケの日」に着物を着て「ハレの日」の記念撮影を
という提案。ファッショナブルに撮ってモデル気分を味合
わせる。そのために取り入れているスタジオライティング
をレクチャー。

（株）姫春 梶山 泰央大山 雄大 SMILE CAMERA

広告写真のライティング武器に家族で営む写真館 楽しく新しいスタジオ空間を創った公務員発想

地域に魅力的なフォト提案で光り輝く家族経営スタジオの新風起こせ !!

《 セッション ① 》 《 セッション ② 》

2 講師リレーセミナー

有料セミナー A 20日　10:00受講料（税込） 12,000 円

● 子どもハウススタジオでフォトグラファーとして活動す
る傍ら、高齢化が進む北海道夕張市で「シニアフォトキ
ャラバン」を実施、いざというときの写真を求める高齢者
を撮り続けている。パートナーのスタイリストともに、ヘ
アメイクから撮影までの現場を紹介、シニア写真のニーズ
とは何か、キャラバンという独特の展開方法についてなど、
新発見いっぱい。

● お年寄りの原宿と呼ばれる東京巣鴨にある「えがお写
真館」。スタイリストだった太田氏が、スタジオ経験ゼロ
のスタッフとともに立ち上げ、オープン 2 年半で 2,500
人以上を撮影した。テレビや新聞に取り上げられ、シニ
ア専門写真館として注目を集めている。シニア世代の撮
影に威力を発揮するヘアメイクの技法も含め、デモを交え
てシニア撮影技術を初披露。

えがお写真館 平野 敬子太田 明良 平野出張写真館

ヘアメイクの技術活かしたシニア専門写真館 高齢化社会を掘り起こすシニアフォトキャラバン

ますます期待のシニアフォト市場の具体的な開拓方法はこれだ !!

《 セッション ① 》 《 セッション ② 》

2 講師リレーセミナー

有料セミナー B 20日　13:00受講料（税込） 12,000 円

● 美容師、スポーツ用品店、水族館勤務などを経て茨
城の小野写真館に入社。後にカジュアルフォトスタジオ

「Cocoa」の立ち上げに際してメインフォトグラファーに
抜擢され、2 店舗目オープンと同時に統括マネージャー
に着任した。茨城のほか横浜、東京にも進出するなど、
ますます拡大する Cocoa、新店舗構想と出店手法の詳
細を公開する。

● 1930 年創業の安藤写真館 4 代目の安藤氏は、埼玉
県久喜市の林写真館で修行を積み、2011 年に最年少
で肖像写真 1 級技能士に合格した姉とともに後を継いだ。
以前は「営業写真＝ダサい」と感じていたが、それを覆
すスタジオづくりに着手。若き経営者が思い描き、実行
に移したスタジオづくりのプロセスとその完成形を紹介、
伝統から飛躍するポイントを示す。

安藤写真館 村井 友樹安藤 健太 Cocoa

若き後継者の想いが「写真館 = ダサい」から飛躍 新業態 Cocoa 出店の発想と実戦手法

強い意志貫き旧式な写真館をフレッシュなスタイルへ大転換を !!

《 セッション ① 》 《 セッション ② 》

2 講師リレーセミナー

住所

お名前

スタジオ名

E メール

〒

☎

有 料 セミナー FA X 申 込 用 紙

A CB申込コース

団体主催セミナー 主催の各団体に直接お問い合わせお申し込みください。

公式
ガイドブック
用品カタログ

贈呈

◇主催：一般社団法人日本写真学会 / 写真感光材料工業会　◇定員：50名　
◇申込方法：日本写真学会ホームページhttp://www.spstj.org/　メール
spstj@pht.t-kougei.ac.jp　FAX03-3299-5887　◇申込締切：6月16
日（金）※定員になり次第締切　◇問合せ先：日本写真学会事務局 TEL03-
3373-0724、写真感光材料工業会 TEL03-6419-7241　◇プログラム　Ⅰ：
最新デジタルカメラシステムの技術動向　①新システムカメラGFXの開発背景
とそれを達成する技術の紹介および活用術/富士フイルム（株）・上野隆　②DC-

GH5におけるソフトウェア技術/パナソニック（株）アプライアンス社・鈴木悠一　
③三次元的ハイファイ3DHiFiとボケ味～AF-S 105㎜ f/1.4E EDの開発/（株）
ニコン・佐藤治夫　Ⅱ：映像表現技術と出力技術　①4K一眼ムービーカメラ選
びのためのチェック項目/（株）Lab・鹿野宏　②COMETプレミアムライティング
の真髄/（有）写真の川地・川地清広　③インスタント写真（チェキ）の技術/富士
フイルム（株）・藤井武 鈴木信弘　④オンリーワンの世界観のための撮影コンセ
プト別機材選びの極意/写真家・相原正明

6月 20日（火）10:00 ～ 17:00（受付開始 9:30 予定）　　　参加料　全セッション：6,000 円　セッションⅠ：3,000 円　セッションⅡ：4,000 円（要旨集含む）

日本写真学会 & 写真感光材料工業会セミナー 　「PHOTONEXT技術アカデミー」 2F 会議室 E204

◇ 主 催：日本フォトイメージング 協 会 　 ◇申 込 締 切：先
着順で100名になり次第締め切り◇申込み方法：メール 
k-nakamura@snow.ocn.ne.jp　FAX 042-444-8935　◇
問い合わせ先：TEL 042-481-8029　※詳しくはHPを参照くだ
さい。http://www.jpia.jp　◇プログラム  ①アルバムの価値を
忘れていませんか？プライスレスな宝物をつくることが私たちの仕
事です/（株）夢ふぉと・林さゆり  ②”現場で考える”今の時代に必
要な写真店の作り方/（有）モノグラム・佐藤嘉宏 ミヤモトタクヤ

日本フォトイメージング協会
「フォトイメージングセミナー」

6月 20日（火）13:30 ～ 15:30　　全セッション3,000 円

アネックス
ホール

20日

2日間とも開場は午前10時。
9時30分から入場受付を始めます。



イベント
スペース

セミナー
ルーム

セミナー
スタジオ

アウトレット

センター
ステージ

1
富士フイルムイメージングシステムズ/
富士フイルム

2
ラボネットワーク

3
キヤノン
マーケティング
ジャパン

4
中外写
真薬品

6
ニッシン
ジャパン

12

ソニーマーケティング  

15
コメット/
ウシオライティング

16
プロカラーラボ

ノーリツ
プレシジョン

アスカネット
17

28 30

55 59

75

33

79

ビーエヌテクノロジー DNPフォトイメージング
ジャパン

錦明印刷/ 
KGイメージング

三菱製紙 マンフロット

エプソン販売クロスワン/トヨテック

エグゼック

タカハシ
カメラ

フルヤ

東京ラミネックス

ユーロペーパー
ジャパン 

プロペット

ハーレー

ワイドトレード

ウイスタ

富山製作所

GUNNARマルティテック

金丸真

宮﨑 & PHOTO MVP

よしみカメラ/

71

90

8180

84

87

8685

747372

88 89

9 10

11
石川特殊特急製本ツキオカ

写真館　　　マツコロ
（松本コロタイプ光芸社）

アークレイ

アトレ

エコー Design
office ECHO’S

キモノカタログ

キャラット

Antomo

全進堂

浅沼商会

一蔵

テイク

リコーイメージング

名古屋カラーウェルテック/
アライアンスプラス/ベルドリーム

たちばな/
シャレニー ラボ

ケンコープロフェショナル
イメージング/
ケンコー･トキナー

プレスデザイン

セコニック ナニワ商会

安井商店

イメージテック

日本ジャンボー

AC
フォトグラフ ハッピースマイル

竹野 パイオテック

堀内カラー

スズキ シグマ

アガイ商事

ハクバ
写真産業

写真電気工業

micia luxury

BABY
PASTEL STUDIO

ルナ・
ソーレ神原

エミュLab/
PhotoStudioDesign

　　電算
インフォメーション コミット

コーポレーション

プロショップ東映堂/
石井興業

ハッセルブラッド・ジャパン

アイエヌジー/山文 サン京都/二条丸八

ケーアイ

イメージビジョン

インフィニティ

アサヒプロカラー

ディストーション

サイトロンジャパン ジーティービー

ピクトライフ
夢ふぉと

大矢商事

十條合成
化学研究所

武藤工業

舘

江東電気 バリューブリッジ

TMF

18 19

34 35

45

49 50 51

64

13 14

5

7 8

29

56 57 58

68

41

31 32

444342

63626160

787776

83

23222120

272625

39383736

484746

545352

6766657069

入 口 出 口 出 口
[ 特別企画展 ]

24

40

■ 出展社一覧　4 月下旬現在（50 音順）
社名の前の番号は、上の会場図面中のブース番号に対応しています。

19　アークレイ
21　（株）アイエヌジー
69　アガイ商事（株）
13　（株）浅沼商会
25　（株）アサヒプロカラー
17　（株）アスカネット
24　（株）アトレ
  5　（株）アライアンスプラス
49　Antomo
61　プロショップ東映堂 / 石井興業（株）
10　石川特殊特急製本（株）
51　（株）一蔵
57　（株）イメージテック
27　イメージビジョン（株）
20　（株）インフィニティ
88　（株）ウイスタ
15　ウシオライティング（株）
56　（株）ＡＣフォトグラフ
84　（株）エグゼック
64　（株）エコー Design office ECHO'S
79　エプソン販売（株）
42　（株）エミュLab/PhotoStudioDesign
37　（株）大矢商事
73　金丸真（株）
60　（株）神原
50　キモノカタログ
  3　キヤノンマーケティングジャパン（株）
35　（株）キャラット
75　錦明印刷（株）
82　（株）クロスワン
75　ＫＧイメージング（株）
23　（株）ケーアイ
29　（株）ケンコー・トキナー
29　（株）ケンコープロフェショナルイメージング
65　江東電気（株）
48　（株）コミットコーポレーション
15　コメット（株）
46　（株）サイトロンジャパン
22　（株）サン京都
47　（株）ジーティービー
78　（株）シグマ
77　写真電気工業（株）
39　（株）十條合成化学研究所
76　（株）スズキ
40　（株）セコニック　
45　（株）全進堂
12　ソニーマーケティング（株）
80　（株）タカハシカメラ
31　竹野（株） 
54　（有）舘
14　（株）たちばな / シャレニー ラボ
  4　中外写真薬品（株）
  9　ツキオカ写真館
59　（株）DNP フォトイメージングジャパン

52　（株）TMF
34　（株）テイク
36　（株）ディストーション
44　（株）電算インフォメーション
90　東京ラミネックス（株）
72　（株）富山製作所
82　（株）トヨテック
  5　名古屋カラーウェルテック（株）
41　（株）ナニワ商会
22　（株）二条丸八
  6　ニッシンジャパン（株）
68　日本ジャンボー（株）
28　ノーリツプレシジョン（株）
74　ハーレー（株）
32　パイオテック（株）
62　ハクバ写真産業（株）
70　ハッセルブラッド・ジャパン（株）
58　（株）ハッピースマイル
66　（株）バリューブリッジ
55　（株）ビーエヌテクノロジー
38　（株）ピクトライフ
  1　富士フイルムイメージングシステムズ（株）
  1　富士フイルム（株）
86　（株）フルヤ
  8 　プレスデザイン
16 　（株）プロカラーラボ
87 　プロペット（株）
53 　BABY PASTEL STUDIO
  5 　（株）ベルドリーム
43 　（株）堀内カラー
11 　マツコロ（松本コロタイプ光芸社）
85　GUNNAR マルティテック
33　マンフロット（株）
83 　（株）micia luxury
30　三菱製紙（株）
71　（株）宮﨑＆PHOTO MVP
67　武藤工業（株）
  7　合資会社安井商店
21　（株）山文
81　ユーロペーパージャパン（株）
26　（株）夢ふぉと
81　（株）よしみカメラ
  2　（株）ラボネットワーク
18　リコーイメージング（株）
63　（株）ルナ・ソーレ
89　（株）ワイドトレード

　───フォトブックプラザ ───

　イメージワーキングサービス（株）
　ダンクセキ（株）
　（株）中部カミトク
　常盤写真用品（株）

最大規模のプロ機材ショー10,000㎡の会場に104社316小間出展

ハード &ソフト特選セミナー 〈 セミナールーム 〉〈 出展社プレゼンテーション 〉

20 日 21日
11:00

12:00

13:00

14:00

LED だから実現可能なナチュラル撮影スタジオ

ストロボに三脚を使ったライティング環境に、LED を加えて手
持ちのノンストロボ撮影を可能に。多ショット多ポーズ撮影が可
能になるなど、LED スタジオならではの利点を実例を交え紹介。

溝部 啓幸　（株）なちゅふぉと 代表

フィルター活用で表現拡がるポートレート撮影

ナチュラルで生き生きとした表情の撮影を得意とする女性フォト
グラファーが、光学的なソフトフォーカスフィルターをポートレー
ト撮影にどのように活かしているのか。効果的な手法を伝授。

オオヤマナホ　フォトグラファー

最新ストロボで構築する完全ワイヤレススタジオ

豊富なラインアップを誇る Godox ストロボを中心にワイヤレス
環境を整える法。2 灯での自然光ライティングなど、省スペース
ライティングを公開。モデルを使った撮影デモも必見。

吉田 弦矢　イナバフォトスタジオ 代表

まだまだ伸ばせるネットスナップ写真売上

学校行事写真ネットで販売で売上倍増の可能性。システム導入
で、すでに売上 1.5 倍増を達成。幼稚園・学校行事写真のほか、
スポーツ大会をはじめイベントスナップ写真の拡販策も。

鈴木 重登　（株）写真のたなかや 常務

ミラーレス中判デジタルがもたらす超高画質撮影

35㎜判ミラーレス機並みのコンパクトボディに 5,000 万画素
CMOS センサーを搭載した「X1D」。スタジオやロケーション
などプロの撮影領域でどこまで使えるのか。その可能性を検証。

デレック槙島　フォトグラファー

徹底した顧客管理で集客力倍増へ

予約受付からプレゼン、データ管理から売上分析まで、スタジ
オ業務を完結させたソフト「PhotoStage」の開発プログラマ
ーが、集客力を高め売上を 10 倍にまでアップさせる方法を。

行田 実　（株）エムテク 代表

一歩先をいくフォトグッズづくり最前線

ノベルティ分野での成功実績を持つ Roland DG が、ブライダ
ルや写真館のグッズづくりを提案。高品質な商品づくりに生かす
UV-LED インクジェットプリンター「Versa UV LEF」の活用。

永島 康雄　ローランド ディー . ジー .（株）

より上質な撮影照明を見極めよ

コマーシャルをはじめとするさまざまな撮影の分野で培ってきた
経験から、光の色、質、ストロボの発光など、誰もが戸惑う撮
影照明を見極めて撮るポートレート撮影の極意を紐解く。

石田 晃久　フォトグラファー

大人気 !!  アウトレットは
10 時 30 分オープン

PHOTONEXTの人気コーナー。CDホール展示会場内で開催。
10 時 30 分オープン、20 日は午後 5 時、21 日は午後 4 時ま
で開店営業。混雑時には、会場外通路にお並びいただいたり、
安全のため入場制限を行う場合があります。レジ待ち時間が長
くなることもご容赦ください。なお、お買い上げは現金会計です。
クレジットカードなどのカード決済はお取り扱いできません。

日本写真館協会
「日本写真館賞」授賞式と、写真世界大
会「WPC」で日本人初のファイナリスト
になった作品紹介。

一般の主婦層も審査に加わって写真館を
評価する写真コンテスト「第 2 回写真ス
タジオアワード」関連展と講演。

PGCパイオニア･グリーン･サークル

ギャラリー連動イベントスペース

夏はフォトビジネス祭
PHOTO 2017


