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50 万円以上ともなれば「高額」
の部類に入ります。しかし、海外
では数百万円と桁違いの規模感
です。プロが手がける商品に価値
を見い出し、適正価格として評価
されています。そして、基本的に

「データ納品」という概念があり
ません。「プリントにしてこそプロ
の写真」がスタンダード化されて
おり、自身の撮る写真を作品とし
て「飾ってもらう」ことを前提に
意識して手がけているのです。
　国際コンペの受賞作品で、ウェ
ディングフォトのなかにはあまり
日本では見られない熱烈なラブ
シーンが切り取られたものも散見
されます。いくら日本勢が頑張っ
ても、なかなか受賞できないのは、
捉え方の違い、さらに言えば審
査員の主観に委ねられるところも
あるので、ある意味仕方のない部
分もありますが、凝り固まった表
現では裾野は広がらないし、世
界で評価される作品にはなりにく
い側面もあるといえるでしょう。
　このことを「文化の違い」として、
単純に捉えてはいけません。それ
では、いつまで経っても世界との
レベルの差は縮まらないでしょう。
フォトグラファーによっては、こう
したフォトコンペには興味がなく、
目指す方向がそこにないという人
もいると思います。いろいろな考
え方があって然るべきなので、そ
うしたフォトグラファーを否定は
しません。
　輝かしい賞を獲っても、それ
が誰もが知る賞でないと考えれ

ば、顧客には関係のないこととも
捉えられます。しかし、資格と同
じように実績として残ります。「美
しく撮るのが得意なカメラマンで
す」は誰でも使える謳い文句であ
り、プロとして活動する以上は撮
れて当たり前の世界です。WPPI
などでは、受賞によってあらゆる
仕事のオファーにつながり活躍す
るケースも少なくありません。

PHOTONEXT で
国際コンペ実現へ！

　かつて故島氏が海外の人に「日
本は良いカメラを作れるのに、フォ
トグラファーはパッとしない人ば
かり」「日本には（フォトグラファー
ではなく）カメラオペレーターし
かいないのでは？」と言われ「腹
が立ったことがある」そうです。
スマホの高性能化に伴い、誰も
が気軽にハイクオリティな写真を
楽しむことができる時代です。プ
ロとして活動するなかで、「プロな
らではの商品を提供したい」と考
えるならば、常に技術を磨き、そ
のためにもさらに知見を拡げる必
要があります。
　これらの点を踏まえ、いま日本
に必要なのは「国際コンペの自
国開催」ではないでしょうか。「国
際コンペは世界のレベルを生で感
じ取ることができる絶好の機会」
と故島氏が語るように、発表され
る作品を見るだけでなく、公開さ
れる審査の過程では「何故この
作品がこの評価点なのか」などと

　営業写真の分野にお
いて世界的に権威ある
全米最大のフォトコンペ

ティション「WPPI」（Wedding
＆ Portrait Photographers 
International）には、日本人フォ
トグラファーの受賞者もいます。
フォトアート・コジマの故島永幸
氏もその 1 人。2017 年、初挑
戦にして初入選を果たしました。
WPPI2019 では 1 位、2 位、3
位 を総 なめ。WPPI2020 では
ゴールド＋、その他にも欧州の
WPE や EPA、Asia-WPA など、
国際コンペにて栄えある賞を受賞
してきました。

　その故島氏が「いま
のままでは、日本人フォ
トグラファーは海外勢
に太刀打ちできないの

では」と危惧しています。多くの
日本人フォトグラファーが受賞者
リストに名を連ねるようになるに
は、根本的に見直さなければな
らない点が多々あるようです。
　現状、世界と日本との差は大き
く、故島氏が挙げるだけでも、「写
真の作品性」「フォトグラファー
の社会的地位」「教育システム」
など数多いのが現状です。故島
氏のように写真を「アート」と捉
え、プロとしての誇り、魂を込め
て撮影に加え、レタッチからプリ
ントの仕上げにまでこだわるフォ
トグラファーは一体どれだけいる
のでしょうか。
　日本でのウェディングフォトア
ルバムの相場は数十万円規模。

いった議論も繰り広げられ、聞き
応えが十分にあります。
　審査が公開され、権威ある選
ばれし複数人よりジャッジが下さ
れ、不服を申し立てたいときには

「チャレンジ」システムも使える
など、出来レースは一切ないのが
特徴。なお WPPI のメインイベン
トとなる「Annual」は、プリン
トで審査されます。
　海外のコンペは英語でやり取り
されることが多いため、挑戦しよ
うにも「言葉の壁」で躊躇してし
まう人も少なくありません。しか
し、自国開催となれば話は別で
しょう。「世界レベルを体感するこ
とで意識の変革が生まれ、結果
的にレベルも向上する」（故島氏）
という機会創出が重要なのです。
　国際コンペの実施にあたって
は、応募やジャッジといったシス
テム、それらを包括する Web サ
イト、さらには世界トップジャッジ
の招致や広報活動といった運営、
エントリーをはじめとする費用な
ど、準備しなければいけないこと
がたくさんあります。
　実現にあたっては、スポンサー
の存在が必要不可欠。そこで、
まずは「PHOTONEXT オンラ
イン」にて、国際コンペ受賞経歴
のあるフォトグラファーと日本の
カメラやプリントメーカーによる
座談会の実施を計画中です。さら
に意義のあるプロフェッショナル
写真の世界を構築、拡充してい
くために、協力いただける各社を
募っていきたいと考えています。

フォトグラファーのさらなるスキルアップへ

オンライン情報発信を継続強化

 2021 に焦点を当て企画拡充
来たるべき本番に向けて着々と準備

③
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第 2 回 PHOTONEXT オンライン

事のなかでも、とくに気になるス
テージを、彼らはどのようにこな
し、勝利を掴み取ってきたか。こ
こでしか語られないマル秘話も飛
び出すかもしれないので、最後ま
で見逃せません！
　いかがです？  どういう展開に
なるかわからなくて、ちょっとハラ
ハラしませんか？  主催者自身も、
全く展開が読めません。一寸先
は、闇ならぬハプニングの連続か
もしれません。この「何が起こる
かわからない」オンラインイベン
ト、お時間がございましたら、ぜ
ひ遊びに来てください。
　昼の部と夜の部がありますが、
どちらもテーマは同じです。お話

の内容は変わる可能性があります
ので、気になる方はぜひ両方ご
参加ください。すでにたくさんの
お申し込みをいただいております。
視聴上限の 500 名に達した段階
で締め切りとなります。後日配信
はいたしません（録音・録画は
禁止です）ので、お申し込みはお
早めに。ぜひ生ライブをお楽しみ
ください。
　株式会社プロメディアが
発行する月刊誌「スタジオ
NOW」11 月号では特集レポー
トを掲載。主催者ならではのボ
リュームでお届けいたします。本
編では紹介しきれない内容も組み
込む予定です。

東西フォトグラファーがバト
ル？ それもオンラインで？？

　いきなり、こういう見出しを読
んでも、ピンと来ない方もいらっ
しゃるかもしれません。
　実はフォトグラファーによるバ
トルは、本年の「PHOTONEXT」
で実施する予定の目玉企画だっ
たのです。もちろんバトルといっ
ても、ステージで殴り合いをする
企画ではありません。
　以前から、フォトグラファーが
同じ被写体やライティングをはじ
め環境など、同一条件で撮影し、
コミュニケーションの取り方から
写真表現まで、それぞれの違い
を来場者の皆様へリアルに体感し
ていただく場を設けたいと考えて
いました。
　その企画に賛同いただいたフォ
トグラファーの方々と盛り上げて
いこうと、キッズやファミリーを
中心に撮影する出張フォトグラ
ファーや、ウェディングやコマー
シャルの分野で活動するスタジオ
を有するフォトグラファーに、さま
ざまなテーマに基づきシューティ
ングデモを行なっていただく予定
でした。それを「PHOTONEXT
オンライン」で実現。そして、リ

アルのシューティングデモを来年
の「PHOTONEXT」で実 施す
る予定です。

技術×集客×納品
3 ラウンドで展開

　東日本からは出張撮影のパイ
オニア・織田隆一氏（ファミリー
スタイルフォト）、西日本からは家
族写真からウェディングフォトま
で幅広く手がける池田一喜氏（キ
キフォトワークス）が参戦し、3
つのラウンドに分けて進行いたし
ます。ラウンド 1 は「技術」、ラ
ウンド 2 は「集客」、ラウンド 3
は「納品」がテーマです。
　司会は、出張撮影フォトグラ
ファーとして活動するとともに、
フォトグラファー向けセミナーの
講師を務めたり主催者としても活
躍してきた光家瑞穂氏（フォトジェ
ニックキッズ）。光家氏は、今回
の PHOTONEXT オンラインの
ビジュアルデザインも手がけてい
ただきました。
　開幕は、両選手が撮影した写
真とともに使用機材やエピソード
など、まずは「技術」関連からス
タート。そこから「集客」「納品」
と、フォトグラファーが日々の仕

ご注意ください！！

■ 本プログラムは、ライブ感をご堪能いただきたいので、ぜひリ
アルタイムでご視聴ください。後日配信は行いません（スタジオ
NOW11月号でレポート予定）。
■ セミナー内容の著作権、肖像権は主催者および出演者にあり
ます。録音・録画はご遠慮ください。
■ 当日は時間の都合上、講師の自己紹介は割愛いたしますので、
案内サイトより各講師のホームページをご参照ください。
■ セミナーでは紹介しきれない写真等も、事前に講師ホームペー
ジや SNS などでご確認ください。
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東日本＆西日本から講師出陣

今回はフォトグラファー対決です！！

織田 隆一 氏
サラリーマンからカメラマンに転職。
独学で写真の勉強し子供と家族写
真撮影を専門とした「ファミリー
スタイルフォト」を設立。これまで
10,000人以上の子供たちを撮影
するなかで得た子供の気持ちに寄り
添う独特のコミュニケーション法で、
子供の笑顔率はほぼ１００％。近年
は出張撮影カメラマン同士の情報共
有や交流を目的とした活動も行う。

池田 一喜 氏
写真館にて所属カメラマンの教育を
行う傍ら、ウェディングのメインフォ
トグラファーとしても活躍。独立後は
「キキフォトワークス」を夫婦で設
立。結婚式、前撮り、フォトウエディ
ング、お宮参り、七五三、家族写真、
広告写真などの撮影のほか、卒業ア
ルバムの制作、子育てブログやコラ
ムも執筆するなど幅広く活動。セミ
ナー講師や撮影指導も手がける。

司会進行：光家 瑞穂 氏
青山学院大学国際政治経済学部卒
業。慶應義塾大学文学部卒業。銀
行員、経営コンサルタント会社を経
て、2009年に「フォトジェニックキッ
ズ」を立ち上げる。日本和装教育
協会準一級着付け講師資格取得。
子供や家族を中心とした出張撮影
のほか、ママ向けやフォトグラファー
などを対象とした講座・セミナーの
講師も精力的に務める。

参加お申し込みは
http://photonextonline.mystrikingly.com
皆さまのご参加をお待ちしております!

聴講
無料

LINE公式アカウントで
最新情報を随時発信！
ご登録はこちら→

進行上、内容が変更となる場合もあります。



2 年ぶりのリアル展示会再開に向けて

①コンセプトとセミナー・イベント企画案
②オンラインプログラムとの棲み分け
③新型コロナウイルス感染防止対策
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2021開催に向けて全容公開
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。
● PHOTONEXT 会場のパシフィコ横
浜をはじめ、コロナによる展示会場の規
制が徐々に緩和され始めております。未
だ感染症対策は十分に練る必要はありま

すが、イベント開催を通じて市場活性化
を図っていきたいところです。
● 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

③www.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、2021 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、YouTube
で視聴可能な URL を公開。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 情報も満載》

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10月号、
表紙写真はリトルプラス・佐々木和雄氏）。
ではPHOTONEXTの最新情報を網羅。
オンラインレポートもたっぷり掲載します。

2021開催概要は今秋発表いたします
・毎年 11 月下旬〜 12 月初旬に開催概要を発表しております。次回のコンセプト、
方針やメインプログラム（テーマ）、および出展に関わる重要事項説明書、出展申
込書をお渡しいたします。ご案内とともに出展申込を開始させていただきます。

・これまで開催概要説明会は都内の会場で行なってきましたが、本年はオンライン
による説明会と資料郵送（およびホームページからのダウンロード）を予定してい
ます。近々、出展関連および報道関係の各社様に案内状をお送りいたします。

パシフィコ横浜ABホール

2021年6月15日（火）〜16日（水）
オンラインによる情報発信は継続して実施 ！
皆様の斬新なアイディアお待ちしています !！


