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model-next.com/） を ご 覧 に
なった方はお分かりの通り、初と
なる公式応援テーマソングを起用
しました。「史上最強の応援歌」
を歌う「なもなき」というデュオ
のミュージックビデオに出演でき
るという内容です。

写真を通じて夢を
追い続ける人たちを応援

　ここで簡単に「なもなき」を紹
介しましょう。「おにちゃん」と「ラ
ンディ」により、2021 年に結成
されたグループで、結成と同時に
川崎にある築 45 年の古民家で
共同生活をスタート。路上ライブ
を活動の拠点とし、セットリスト
はオリジナルソングのみ。小さな
日常から世間への批判まで、聴
く人みんなが共感できる音楽を、
力強く伸びやかな歌声のランディ
と、包み込むような優しい歌声の

　開催案内パンフレット
やポスター、公式サイ

トや会期中に皆様をお迎えする
屋外サイン看板などに掲載してい
るビジュアルは、その年のテーマ
にマッチする内容を採用し、セミ
ナー講師陣らによる作品を取り入
れてきました。
　そして 13 回目となる本年は、
これまでと趣向を変えて「公式ア
ンバサダー」を募集することにし
ました。グランプリ受賞者がメイ
ンビジュアルのモデルとなります。
撮影は、昨年併催イベントとして
実施した「NAPA プリントコンペ」

のクリエイティブ・ディ
ビジョンでグランド・ア
ワードを受賞した小林
鉄斎氏（小林写真事務

所）が担当。「文明開花」「レト
ロモダン」をテーマに、本年のメ
インビジュアルを手がけます。
　今回の応募に際して、5 つの
副賞を用意しました。まずは前記
の通り、公式案内物やサイン看
板等での掲載。主催者の株式会
社プロメディアが発行する月刊誌

「スタジオ NOW」への表紙掲載、
グランプリ受賞者には賞金 5 万
円を贈呈します。さらに、渋谷セ
ンター街をはじめ都内 8 ヵ所以
上の大型デジタルサイネージでの
個人 PR 動画放映と MV 出演権
も得られます。
　「MV 出演権？」と思われた読
者もいると思います。今回の案内
を記したホームページ（https://

「文明開花」「レトロモダン」をテーマに

初となる公式ビジュアルモデル起用

 最終出展申込締切は 2 月28 日
公式ホームページから申込書ダウンロード可能です

③

2023/2/15

　以降も、湘南に暮らす日常を
大切に「人」を撮り続け、2012
年に小林写真事務所を設立。固
定観念にとらわれず独自の視点で
写真の面白さを探求し、現在は
写真家とともに現代アート作家と
して「和」を基調とした創作活動
に励んでいます。ワールド・フォ
トグラフィック・カップ（WPC）
日本代表に選ばれ、一方で写真
展も行なってきました。
　今回の撮影企画にあたり、小
林氏は「失敗を恐れず、可能性
を信じて走り続けること。一緒に
夢を追いかけましょう！」とメッ
セージを発信しています。
　本号が発行されるタイミングで
は、すでに公式ビジュアルモデル
の募集は締め切っており、2 月中
旬に発表するとともに撮影期間に
入っています。果たして、どんな
ビジュアルが完成するのか、ぜひ
ご注目ください！

おにちゃんの、2 人のハーモニー
で届けています。
　路上ライブや自宅での歌唱動
画が話題を呼び、SNS 総フォロ
ワーは 5 万人を突破。今回、公
式応援テーマソングとして起用
した「史上最強の応援歌」は、
夢に向かって活動するフォトグ
ラファーにも共感できるような
歌詞がちりばめられています。
YouTube にミュージックビデオ
がアップされているので、ぜひ一
度聴いてみてください。
　撮影を担当する小林鉄斎氏は、
スポーツカメラマンを目指してス
ポーツ写真の巨匠である水谷彰
人氏のプロスポーツカメラマン養
成を目的とした水谷塾に入るも
挫折。その後、人物写真と湘南
の風景をメインに活動を展開し、
FM 湘南ナパサで湘南の文化に貢
献した人物を特集した「湘南のレ
ジェンド」を企画しました。

公式ビジュアルモデルに関する案内とともに、アンバサダーとしての副賞を特設サイ
トでご紹介。PHOTONEXT 公式サイトと連動し、最新情報をお届けいたします。
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今風の商品をスピーディー
＆求めやすい価格で提供 

《株式会社幸和》

開発力を基に、一歩先を見つめ
た商品の企画・提案を積極的に
進めています。
　今回の出展については、以下
のように語ります。
　「当社は和装衣裳の製造メー
カーとなるため、商品は衣裳店
様やホテル様、互助会様等にご
納品しておりました。昨今、フォ
トウエディングや前撮りのみの会
社様が増えてきましたので、その
ような事業部様にもご提案できれ
ばと思い、今回出展することにな
りました。インスタグラム等で出
ている色打掛等は当社商品も多
いので、一度、ラインアップをご
提案できればと存じます」
　さらに注力していきたいことに
ついても訊いてみました。
　「現在、和装婚礼衣装（色打掛・
白無垢・紋付等）をお持ちでな

　株式会社幸和は 1967 年に創
業以来、和装婚礼衣装 ( 色打掛・
白無垢・紋付等 ) を中心に製作。
現在では成人式・七五三など和
に携わる商品のほか、さまざまな
分野での商品開発に力を注いで
います。「日本文化の精華である、
花鳥風月を基本とした日本画・
陶芸・蒔絵などの芸術家たちの
生命をこらした作品を、私たちの
得意分野である絹織物・手描友
禅・手刺繍などを使い、日本の
みならず世界に向けて発信できる
ようなリーダーカンパニーを目指
していきたい」と考えております。
　一般の方はもちろん、各界やス
ポーツ界、芸能界の方からの直
接のご指名もあり、業界でも高い
評価を得ています。ニーズや情報
をいち早くキャッチして、きめ細
やかに対応し、培ってきた技術力・

品をできる限り早く、お求めやす
い価格帯でご提案することが可能
となっております。今回の催事で
は、当社オリジナルの色打掛や白
無垢、紋付や成人式振袖、また
七五三などもご提案できればと思
います。商品製作者と営業がブー
スにおりますので、お気軽にお声
かけください」
http://www.kowa-ltd.co.jp/

く、今後、前撮りやフォトウエディ
ングに力を入れたい来場者様や、
すでに和装婚礼衣装をお持ちの
来場者様へ、新たな色目や柄を
エンドユーザー様にご提案いただ
ける商品を制作しております。
　当社は製造元となるため、エ
ンドユーザー様の意見や衣裳店
様などの意見を反映して商品作り
を行っておりますので、今風の商

2023新規出展 INFO
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本年の　　　　　　　　　　見どころ満載の展示フロア

会場レイアウト・出展社ブース・セミナーイベントなど
最新情報は公式ホームページ＆ LINE 等で発信！！
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》

《メインステージ①》

メタバース・VR・AR をはじめ「NEXT」に
つながる写真映像ビジネスなどを提唱 ！

《アウトレットコーナー》

超お買い得商品が盛りだくさん！ 衣装展示・
即売コーナーも併設！ 売り切れ御免！！

《メインステージ②》

パネルディスカッションはじめ特別セッション
のほか公式テーマソングのライブも実施！

《セミナールーム》

出展社ブース動員につながるセミナーを実施
主催者イベント企画も？！

会場レイアウトは前年をベースにイメージしたものです

《ギャラリー》

業界関連コンテ
スト受賞作品や
新たな企画コン
テンツまで見応
えたっぷりの企
画コーナー

《主催者コーナー》

本年の開催テー
マやのセミナー
プログラムと連
動した展示企画
ゾーンも必見！！



押さえておきたい注目ポイント

①セミナー・イベント徹底ガイド
②新企画プログラム解説
③出展社インフォメーション
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2023 会場の歩き方
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。
● 次号もタイミングを見つけて発行する
予定ですが、最新情報は公式 LINE や
Instagram などの SNS とホームページ
にて掲載。より厚みのある記事を本誌に

て取り上げていきます。本番に向けて、
引き続きご注目ください。
● 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、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 2 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
◎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）

※締め切り日および説明会日程は変更になる可能性があります


