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消毒付近もしくは主催者持込のア
ルコール消毒付近での実施呼び
かけ、③登録受付や入場待ち列
でのソーシャルディスタンスの確
保：誘導員またはマーカー設置
によるソーシャルディスタンスの
確保、④会場前での参加者の健
康状態を把握：参加者の検温も
しくは来場前の体温の申告（発
熱等の症状がある場合の参加制
限）、⑤混雑緩和措置：会場入
口での入場制限等による密集の
回避、⑥休憩時間の設定：適切
な休憩時間の設定と換気の実施、
とあります。
　一方、政府のイベント開催に関
わる段階的緩和の目安への対応
として、展示ホールの一度に入る
来場者数については、5 月 25 日
〜 6 月 18 日までの「ステップ①」
は 100 人までとなっていました
が、6 月 19 日〜 7 月 9 日まで
の「ステップ②」以降については、

ソーシャルディスタンスが確保で
きることから消防法で定める最大
収容人数が上限となります。7 月
10 日〜 31 日までの「ステップ
③」は 5,000 人までとなってい
ますが、これは2 万 m2の場合で、
フォトネクストの展示面積は 1 万
m2 なので半分の 2,500 人まで
しか一度に入ることができないの
です。

今後の開催方針については
7 月中にアナウンス

　フォトネクストは毎年 6 月に開
催しておりますが、本年はコロナ
禍で現実的ではなかったことか
ら、10 月に延期いたしました。
延期による出展社に対する懸念も
ありました。毎年実施している「出
展社アンケート」では、開催時
期について「いままで通り 6 月に
開催してほしい」という回答が多

　6 月 15 日付で策定さ
れた「パシフィコ横浜に
おける新型コロナウイル

ス感染予防対策ガイドライン」に、
参加者に対する安全対策の検討
事項として、以下の内容が記され
ています。
　まず開催前は、① 3 密状態（密
閉、密集、密接）を回避した企
画内容の検討、②参加者間の離
隔を確保した会場設営、③ソー
シャルディスタンスを確保した会
場レイアウトの検討、④広めの会
場の確保、⑤開催当日に待機列
を回避できるような登録受付方
法の採用、⑥ Web 登録および

参加費の事前支払シス
テムの採用、⑦時間差
での入場等の検討、⑧
参加登録時の連絡先の

把握：クラスター発生時の追跡
調査に備えて可能な範囲で参加
者の連絡先を把握、⑨事前周知
の徹底：厚生労働省発表の感染
症対策（手洗い、マスクの正し
い着用を含む咳エチケット）、お
よび発熱、強いだるさ（倦怠感）
や息苦しさ（呼吸困難）がある
方の参加制限の明示、が検討項
目として挙げられています。
　また開催期間中は、①主催者
としての感染症対策や体調不良
の場合の対応に関するアナウンス
の実施：注意事項の会場内への
掲示、およびイベント開催前、休
憩時間でのアナウンスの実施、②
アルコール消毒実施の呼びかけ：
施設側で設置しているアルコール

くを占めていることから、時期が
ずれると商機のタイミングも変わ
るなど、出展効果が見えにくくなっ
てしまうというところもあります。
　また、フォトスタジオやフォト
グラファーは七五三シーズン、プ
リント専門店は年賀ポストカード
の本格シーズンに入る時期になり
ます。ブライダルの需要も増加し
てくるタイミングです。加えてコロ
ナ禍により、県をまたいで来る人
がどれだけいるのか。前回以上に
来場者が増えるという、はっきり
とした確証は得られないのが現状
です。
　本原稿を執筆しているとき、東
京の感染者数が 100 人を超えた
というニュースが入ってきました。
第 2 波ともなれば、イベントどこ
ろではありません。
　10 月開催については、7 月上
旬のフォトネクスト実行委員会に
て協議し、正式に決まった段階で
アナウンスいたしますが、主催者
としては開催について次のように
考えます。
　まず、集客が見込めないのであ
れば、リアルの展示会イベントを
行う理由がありません。先のガイ
ドラインは、安全面を考慮した内
容で、開催するには徹底しなけれ
ばならない点です。しかしながら
制限の多いなかで、ましてやリス
クを背負ってまで実施する意味が
どこまであるのでしょうか。
　またワクチンが存在しないな
か、万が一クラスターが発生して
しまったら一大事です。感染リス

リアル展示会イベントが果たすべき役割

「集客」につながるか否か

求められる感染症予防（写真はイメージ）。

 「安全面」を第 1とした運営
オンラインを活用した情報発信を継続展開へ

⑥
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約500人が視聴した第1回写真業界オンライン展示会
スタジオNOWウェブマガジンに特集レポートを掲載

は 10 月 1 日〜 2 日にフォトネク
スト2020 を開催するという前提
で企画し、本番に向けて盛り上げ、
多くの方々に期待してご来場いた
だけるように情報発信していくこ
とを目的としています。
　では「10 月に開催できなかっ
た場合はどうなるの？」と気にな
る読者もいるかもしれません。ま
だ開催するか否か決まっていない
段階で詳細をお伝えすることはで
きませんが、今後も出展内容に
関する情報発信のほか、撮影ス
キルアップにつながるワークショッ
プなども企画できればと考えてお
ります。万が一、10 月に開催で
きなかった場合でも、披露する予
定だった新商品や新サービス、ま

た主催者企画セミナーも、オンラ
インでできる範囲で実現させたい
方針です。
　第 1 回目のオンライン展示会
は、アルバムや台紙などプリント
関連商材を取り扱う本年のフォト
ネクスト出展各社（9 社）がプレ
ゼンテーションを行いました。そ
の模様は YouTube にて視聴い
ただけます（https://youtu.be/
VMM2RR3yIRc）。また「スタ
ジオ NOW ウェブマガジン」に
特集レポートを掲載いたしました

（フォトネクスト公式ホームペー
ジのメニューバーよりアクセス可
能。読者向けに発行したパスワー
ドが必要です）。
　第 2 回は、ストロボをはじめと

クが少しでもある以上、主催者と
しては当然のことながら、来場さ
れる方々、出展される方々を危険
にさらしたくありません。皆様も、
本来なら商談や情報収集に集中
したいのに、コロナのことで神経
がすり減ってしまうことでしょう。
　他の催事では、オンラインとの
融合を図っているケースもありま
す。業種や展示内容によっては、
そういった情報発信もありだと思
います。しかし、フォトネクスト
の場合は、たとえばアルバムや衣
装、ストロボをはじめとする撮影
機材などは、実際に触ることでそ
の質感や性能を体感できることか
ら、オンラインで伝えられる情報
には限度があります。

　このように考えていくと、本年
の開催は現実的でないようにも感
じますが、国内唯一のフォトグラ
ファーズ＆フォトビジネスフェアで
あるフォトネクストとしてできるこ
とは何か、実行委員会を通じて
検討し、7 月中には皆様に今後
の方針についてお知らせできれば
と考えております。

第 2 回オンライン展示会は
機材とネット写真の 2 部構成

　6 月 9 日に「第 1 回写真業界
オンライン展示会」を実施しまし
た。第 2 回目は 7 月 7 日に開催
いたします。
　オンライン展示会は、そもそも

■スタジオ NOW ウェブマガジンは、フォトネクスト公式ホームページよりダウンロードできます（定期購読者に発行しているパスワードが必要です）。
本誌面のスペースの都合上、8 ページのみ上に掲載しておりますが、本レポートは全 10 ページです。詳しくはダウンロードしてご覧ください。
■第 1 回写真業界オンライン展示会の特集レポートのみ閲覧希望の場合は、info@photonext.jp までお知らせください。
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《7 月 7 日のスケジュール》

詳細および参加お申し込みは、
http://womenphotobusinesscollege.mystrikingly.com/

皆さまのご参加をお待ちしております !

に）することで、正しく登録いた
だいた方が安心してご覧いただけ
るようにいたします。この設定に
より、正規登録した方に返信され
る URL で視聴できるのは 1 デバ
イスのみとなるので、配布や共有
をすると 1 番最初にログインした
方のみ視聴できることとなります。
　以上のことから、社内や店内の
混乱の原因となりますので、配布
や共有はご遠慮ください。同一社
内や店内で複数人の視聴をご希
望の場合は、各自でご登録いた
だきますよう、ご配慮をお願いい
たします（視聴上限の 500 名に
達し次第、締め切らせていただき
ます）。
　途中参加や退室は自由です。
興味のあるコンテンツのみご覧い
ただくことも可能なので、お気軽
に参加登録してください。参加登
録後、視聴用 URL がご登録いた
だいたメールアドレスに届きます。
当日の開催時間になったら、参
加 URL をクリックしてご視聴くだ
さい。
　スマホやタブレット、PC 用の
Zoom アプリがインストールされ
ていない場合は視聴できません
ので、必ずインストールしてくだ
さい。ブラウザからの視聴も可能
ですが、一部機能が使えない場
合があります。止むを得ずブラウ
ザで視聴される場合は、Google 
Chrome をご利用ください。

する「撮影関連機材」と、スクー
ル写真販売からクラウドサービス
までを含む「ネット写真関連シス
テム」の 2 部構成でお届けします。
今回も事前登録制で、Zoom に
よるライブ配信となります。

URL の配布や共有は
ご遠慮ください

　前回、「事前に参加登録した
のに見ることができなかった」と
いう方が少なからずいました。そ

の原因を Zoom 社ととも
に調べたところ、登録時に
返信されるメールのなかに

ある「ウェビナー視聴のための
URL」を社内や店舗内などに配
布し、実際には登録していない
人も視聴したため、ということが
判明しました。このため、視聴上
限の 500 名に対して、登録数も
500 名に達したものの、共有し
た URL で先にログインされたこ
とで視聴数が上限に達し、正しく
登録していただいた方が視聴でき
なかったのです。当日、視聴でき
なかった皆様には、この場を借り
てお詫び申しあげます。
　第 2 回以降は、こうしたこと
が発生しないように、ウェビナー
の初期設定の改善とともに、視
聴 URL の配布を禁止（配布し
た場合でも 1 メールアドレスあた
り 1 画面でしか視聴できないよう

第 2 回写真業界
オンライン展示会
7 月 7 日（火）13:00 〜
　　  主催：株式会社プロメディア
　　　　　A_Creation 合同会社

■開始時間は若干前後する可能性があります。
■全プログラムの終了予定は 16 時 30 分です。

開始時間 参加パネリスト

第 1 部：撮影機材関連編

13:30 ケンコープロフェショナルイメージング

13:50 セコニック

14:10 タカハシカメラ

14:30 プロペット

14:50 第 1 部総括

第 2 部：ネット写真システム編

15:00 エグゼック

15:20 バリューブリッジ

15:40 ジーティービー

16:00 電算インフォメーション

16:20 第 2 部総括



次なる展開をいち早くお届けします

①オンライン展示会の今後の方針
②リアルイベントへつながる特設プログラム
③新商品・新サービスほか出展関連情報
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2020 → 2021 のフォトネクスト
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。
● 写真業界オンライン展示会は第 2 回
目を迎えることになりました。第 1 回目
は半数以上がフォトスタジオやフォトグ
ラファーといった撮影ビジネスに携わる

方々が中心でした。今後も定期的に実施
する予定なので、ご期待ください。
● 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

⑥www.photonext.jp

本年の展示会開催に関するご案内
・コロナ禍によるさまざまな影響が懸念される昨今ですが、本年の開催にあたって
は本号でも触れている通り、7月のフォトネクスト実行委員会にて協議のうえ、あ
らためてアナウンスさせていただきます。

・先に出展をお申し込みいただいている皆様へ郵送およびメールにて詳細をご案内
いたします。ご確認のうえ、ご不明点がございましたら、主催事務局までご連絡くだ
さい（TEL.03-6302-0801、メール info@photonext.jp）

オンライン展示会に関する企画内容を募集！！
・見てみたい、聞いてみたいテーマや内容がありましたら、お知らせください。採
用された方には、次回フォトネクストの有料セミナーのフリーパスのプレゼントなど、
豪華特典をご用意できればと考えております。

・今後も新商品や新サービスに限らず、幅広いテーマでお届けしていく予定です。
オンラインならではの楽しみをぜひ体感してください。

《ウェブマガジン vol.1 発行》

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」のウェブマガジン
vol.1が出来上がりました（※本文全40
ページ）。
フォトネクスト公式ホームページからダウ
ンロードできます（要パスワード）。

皆様の斬新なアイディア
お待ちしています !！


