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も言われています。「一目でどん
なブースかがわかる」「大きな間
口でブース内に呼び込む」「目的
から逆算してシンプルな動線を構
築」することが求められます。
　PHOTONEXT でも、よく見か
けるのがブース内セミナー。独立
小間のように大きなブースのほう
が、撮影デモシューティングなど
注目を集めやすいイベントが行い
やすくなりますが、一般小間でも
ただ商品を展示するだけでなく、
タイムスケジュールを組んで商品
の説明や活用事例をアナウンスす
るなど「実演」することで人の流
れをキャッチしやすくなります。
　また、実現をしていない時間帯
に効果を発揮するのが「モニター」
や「展示物」です。ブース内で紹
介している商品やサービスなど、
何かしらコンテンツを流すことで、

　毎年、PHOTONEXT
には 10 〜 20 社が新規

出展されます。今まで見たことの
ないブースは、来場者にとっても
新鮮に映ります。初めて出展され
る企業としても、そこで得られる
来場者の反応、情報交換や商談
は貴重な機会になります。
　さて、初出展の企業はもちろん、
これまでに何度も出展されている
企業にとっても、「いかに注目して
もらえるか」がポイントになりま
す。せっかく新商品やサービスを
はじめ、来場者にアピールしたい
ものがたくさんあっても、立ち止

まって見てもらえなけれ
ば意味がないですよね。
　来場者にとっても、新
たなビジネス展開に向け

て、決して見逃したくはないとこ
ろ。双方にとって良き出会いの場
となるように、今回は 2023 開
催概要説明会の特別セッションで
強調した「効果的なブース作り」
を掘り下げます。ご来場予定の
皆様も、こうしたブースを中心に、
ぜひ見て回って有益な情報を掴ん
でください。

わかりやすい言葉で
人の流れをキャッチ

　まずブース出展にあたって、意
識しておいていただきたいのが、
①わかりやすさ、②入りやすさ、
③動線設計、です。これは展示
会ブース装飾の「3 つの鉄則」と

あらためて知っておきたい出展ポイント

来場者が注目するブースとは

 第 1 次申し込み締め切り迫る！
1 月31日までのエントリーでブース選択優先権アリ

②

2023/1/15

てもらいやすくなります。
　小間数の大きい出展社ほど、
専門の装飾業社に依頼している
ケースが多く見られますが、初め
ての出展で「どのようなブースを
作ったらいいのかがわからない」
という方は、オフィシャル施工会
社の株式会社トーガシをご利用く
ださい。同社は年間 3,000 件以
上の展示会やイベントを手がけて
おり、基礎施工のほか、ブース出
展実績も多数あります。
　「空間」を単なる場所として捉
えるのではなく、半世紀以上の
知見を活かし、ショーウィンドウ
から巨大な見本市、就活イベン
トなど、さまざまな分野にて、抽
象的なイメージを具現化できるこ
とを強みとしています。詳しくは、
主催事務局（info@photonext.
jp）までお問い合わせください。

思わず足を止めて見るというきっ
かけにつながりやすくなるでしょ
う。「展示物」としては、過去に
はアイキャッチ性抜群の等身大
POP を前面に置くことで、多くの
来場者の関心を集めているブース
もありました。
　こうしたモニターや展示物を設
置するにあたり、1 番重要なのが

「わかりやすい言葉」を記すこと。
響きの良いキャッチフレーズもい
いですが、何のことを謳っている
のかがわかりにくいと伝わらない
ですよね。以前、アルバムを展示
しているブースで「飾れるアルバ
ム」と表記したサイン看板を大き
く掲げていたブースがありました。
ただ置いてあるだけでは、よくわ
からない場合もありますが、特徴
や目的がはっきりした言葉がある
とイメージしやすく、興味を持っ

写真は PHOTONEXT2023 開催概要説明会の特別セッション内で紹介したブース装飾の一例
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「くすみ」系の色打掛＆婚礼小物に注目！ 
 ～ WISH（織匠やすひら）～

る場として素晴らしい環境だと
思い、出展を決意いたしました。
PHOTONEXT の印象としまして
は、全国各地の写真館様が集ま
る日本を代表する写真業界の祭
典という印象です。前回、見学さ
せていただいた際、コロナ禍にも
関わらず多くの来場者様、出展
社様に圧倒されました。当社も、
本年は出展社として盛り上げてい
きたいと思います」と語ります。
　ブースでは、次のような点をア
ピールしていきたいと考えている
ようです。
　「まず、ご紹介したいのがフォト
ウェディングに特化した白無垢を
コーディネートするくすみ系婚礼
小物アイテムです。当社は色打掛・

　婚礼和装製造卸事業（白無
垢・色打掛・掛下・婚礼小物・
男性羽織製造卸）、着物全般修
繕事業（七五三着物・振袖・婚
礼和装など着物全般のお直し）、
和小物製造卸事業（婚礼和装の
生地を使用したがま口・ポーチ
等）、七五三関連商品製造卸事業

（七五三小物等）を展開する株
式会社 WISH。初出展に向けて、
その意気込みをうかがいました。
　新潟の著名フォトスタジオに
紹介してもらったのがきっかけ
で、今回初めてブース出展するこ
とを決めたようです。同社取締
役・安平啓人氏は「全国のフォ
トスタジオ様へ、当社がお手伝
いさせていただけることを発信す

をはじめとした色掛下を２０種類
以上ラインアップしています。「色
打掛・白無垢、そしてすでにお
手持ちの白無垢を低コストで今
風にアレンジできるアイテムをご
用意しておりますので、ぜひご覧
ください」。同社ホームページ：
https://yasuhira.net/

白無垢の製造が本業ですが、現
在フォトウェディングの需要拡大
に伴い、流行している白無垢コー
デのくすみ系小物などのアイテム
にも、かなり力を入れております」
　また、花嫁の個性に合わせて
アレンジできる『はこせこセット』
は５０種類以上、人気のくすみ系

2023 新規出展 INFO
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《コア・ミッション》　

■ 実技から学ぶ「フォトウォーク」
■ デモシューティングを通じて体感「最先端スタジオワーク」
■ バリエーションをさらに広げる「ライティング＆ポージング」

3大ミッション決行

リアルイベントならではのプログラム
～プロ撮影スキルアップ～

《アート・ミッション》

■ アート性あふれる「プリント＆レタッチ」
■ 飾る楽しみを底上げする「売場とサービス作り」
■ ギャラリー展示＆販売につなげる「作品力向上計画
　～売れる写真とは」

フォトの本質を探れ！
～カタチに残す価値提案～

《ネクスト・ミッション》

■ TikTok をはじめ効果的な集客ショートムービー
　（撮影力×編集力×拡散力）
■ メタバース時代のウェディング＆フォトスタジオ
　（VR・AR 戦略）
■ ミラーレス一眼ムービーが撮影ビジネスを拡大させる可能性
　（BtoB ＆ BtoC）

動画ビジネス拡充プロジェクト

最新情報は公式 HP
LINE で発信！！

各社商品・サービスのユーザーレビュー記事ページ
を用意。公式 LINEアカウントをはじめ SNS での告
知や、月刊誌「スタジオ NOW」にも掲載。ブース
出展との連動にもつなげられます。

最新情報をお届け！  ご登録ください！！
《フォトネクスト公式 LINE アカウント》



押さえておきたい注目ポイント

①会場レイアウト（各種コーナー）
②新たなセミナーイベントプログラム
③本番までの流れ
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2023 で何かが変わる？！
次号予告

● 本冊子は PHOTONEXT 関連トピッ
クをまとめた通信誌です。
● すでに新規出展のお申し込みやお問
い合わせもいろいろと寄せられています。
久しぶりに出展されるところもあります。
セミナー講師陣も、徐々に固まってきま

した。前回にはない要素が盛りだくさん
です。
● PHOTONEXT に関するお問い合わ
せは主催事務局まで（TEL：03-6302-
0801、FAX：03-6302-0802、メール：
info@photonext.jp）。

主催団体 : 写真感光材料工業会
                日本フォトイメージング協会
                一般社団法人日本写真映像用品工業会

主催 : 株式会社プロメディア

特別協賛 :日本営業写真機材協会

②www.photonext.jp

「PHOTONEXT オンライン」協賛のお願い
・PHOTONEXT来場対象者へ最新情報をお届けするオンライン企画に、パネリス
トとして参加しませんか？ 「PHOTONEXTオンライン」は、自社製品やサービス
をアピールいただく絶好の機会です。オンライン特典や今後実施予定のキャンペー
ンに加え、2023 年にブース出展をご検討いただいておりましたら、出展内容とと
もに PR する場としてご活用いただけます。

・本イベントは事前登録制で、参加者には申し込み時に名前やメールアドレス等を記
載いただきます。その情報を一覧にしてお渡しいたしますので、今後の販促にご利
用いただけます。また、本イベントの開催中にチャットで寄せられた内容もテキスト
データにてご提供いたしますので、本番中に対応できない場合でも、終了後に参
加者へコンタクトを取ることができます。

・当日のライブ内容は収録し、参加者へお届けするとともに、当日ご覧になれ
なかった方々のために、PHOTONEXT公式ホームページおよび SNS にて、

「PHOTONEXTオンライン YouTube チャンネル」をご案内。またプロメディア
発行の月刊誌「スタジオ NOW」にも記事掲載させていただきますので、終了後も
広くアピールすることが可能です。

・出演時間は 1 社様につき 30 分間、出演料は 5 万円（税別）。詳細およびお申し
込みは、info@photonext.jp（担当：深谷）まで。

《PHOTONEXT 情報満載の月刊誌》
撮影ビジネスの現場からいまを伝える情報誌「ス
タジオ NOW」（写真は 2023 年 1 月号表紙）。
会期本番に向けて、注目ブースの独自取材記事、
セミナーイベントの深掘りなど、主催者が発行す
る月刊誌ならではの情報がてんこ盛りです！

パシフィコ横浜Bホール

2023 年 6 月 6 日（火）〜 7 日（水）
オンラインによる情報発信は継続して実施 ！
斬新な企画・アイデアもお待ちしています !！

主要スケジュール  ※変更になる可能性があります

◎第 1 次申し込み締め切り： 1 月 31 日（火）
◎最終申し込み締め切り： 2 月 28 日（火）
◎出展社説明会 / 小間割抽選会： 3 月 17 日（金）
◎搬入日： 6 月 5 日（月）
◎会期： 6 月 6 日（火）～ 7 日（水）


