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を使用する理由に、「投稿内容を
残したくないから」を挙げるユー
ザーが少なくないことが示されて
いました。思い出を残し、後で見
るという概念がありません。

「質感」や「価値」を
体感できる機会に！

　そういうユーザーの大半は、ス
マートフォンに大量の画像が保管
されています。写真業界はデジタ
ルカメラに加えて、スマートフォン
で撮影した写真のプリント拡販に
つなげるべく、さまざまなサービ
スやキャンペーンを展開してきま
した。一方、出張フォトグラファー
はもとより、昨今ではフォトスタ
ジオでも撮影画像のデータ販売
を行なっています。

　本年のテーマは「Step 
Up Imaging ～ 次なる

写真映像ビジネス開拓～」として
いますが、もう 1 つのコンセプト
として「プリント元年」を掲げて
います。
　何度もご来場いただいてい
る皆様はご承知の通り、毎年

「PHOTONEXT」 には 撮 影 機
材や衣装、Web 関連システム
のほか、アルバムや台紙をはじめ

「プリント」関連の出品・提案も
数多く見られます。単なる商品の
展示だけではなく、消費者に対し
て「写真を撮った後の楽しみ方」

を効果的に訴求できるソ
リューションが目白押し
なのです。
　では「プリント元年」

と掲げた意図は何か。ミラーレス
カメラやストロボをはじめ周辺機
材がますます進化してきているこ
とはもとより、今やスマートフォン
でアマチュアでもハイクオリティな
写真撮影が楽しめる時代です。そ
うしたなかで「いかに高品質なプ
リントに仕上げ、そこに価値を見
い出せるか」がより重要視される
と考えたからです。
　撮影した写真データを SNS で
アップして多くの人たちと気軽に
シェアできる時代、「カタチにして
残す」ことの必要性がなければ、
消費者はなかなかプリントにしよ
うとは考えません。ある調査結
果では、24 時間で表示が消える
インスタグラムの「ストーリーズ」

あらためて見直したい「形に残す価値」

「プリント元年」を提唱 !!

 最終出展申込締切迫る！
2 月 28 日（月）までとなります！！

④
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すますなくなってしまう危険性も
あります。「とくに見られることも
なく捨てられてしまう運命にある
写真」がますます生み出されてし
まうと、プリントビジネスは一層
縮小してしまいます。写真業界の
未来を考えると、決して無視でき
ない現象です。
　そこで、あらためて考えたい「カ
タチ（プリント）に残すことの価
値」。毎年、出展社ブースでは、
バラエティに富んだプリント商品
やサービスが紹介されています。
消費者にもっと「プリントの価値」
を訴えていくために、どんな提案
ができるのかを考えていきません
か。そうした商品やサービスをラ
インアップする各社も一緒になっ
て、「プリントにすることの意義」
を今一度提唱していく必要がある
のではないでしょうか。
　本年を「プリント元年」と位
置 付けて、さらなる付 加 価 値
アップに向けて再認識するための

「PHOTONEXT2022」を開 催
したいと考えます。ブースでの提
案のみならず、プリント拡販につ
ながるケーススタディを中心とし
たセミナー・イベントプログラム
から、世界最高峰を目指すプロ
フェッショナル写真の新しいフォ
トコンペティションの開催ととも
に、最高級プリント仕上げの作品
ギャラリー展示まで、たっぷりと
体感できる2日間になります。さぁ
皆様、一緒に「プリント元年」を
盛り上げていきましょう！

　データ納品は、撮影画像を提
供する 1 つの手段に過ぎません。
しかし、その割合が年々膨らんで
います。その結果、世の中に大
量のデジタル画像が溢れかえって
いるのです。写真の整理もできて
いないと、プリントすることはおろ
か、「見る」機会も失われかねな
いのです。
　「写真はプリントにして見る」と
いう、フィルム時代では当たり前
だったことが希薄化しました。ス
マートフォン全盛の時代だからと
言って、今後も意識しなくていい
ことなのでしょうか。クラウドに
写真を保管している消費者も多く
いますが、写真業界発のシステム
でないことから、いつどこで仕様
が変わるかがわからず、それによ
り「大切に残す」という概念がま

顧客からの注文を受け付けるだけでなく、プリントにして残すことの価値、楽しみ方をいかに提案す
るか。効果的に訴求することで、売上アップにもつながります。「PHOTONEXT2022」の出展社ブー
スでは、そのためのソリューション提案が期待されており、来場者には 1 つでも多くのヒントを掴み
取り、実践していただく機会にできればと考えます（写真はイメージ）。
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独立小間に数社合同で出展し、大々的にアピール（写真は前回）

共同出展のメリットは？

しかし来場者の視点で考えると、
同じセグメントに属する出展社が
集まることで、明確なコーナーと
して際立つとも言えます。
　前回は、アルバムや美容関連
などでの共同出展ブースが見られ

　全体の割合からすれば、現状
ではあまり多くない「共同出展」。
単独でブースを構えることで、自
社がアピールしたい商品やサービ
スが際立つことから、基本的には
各小間に 1 社という形態が目立
ちます。
　では、どのような理由で「共同
出展」が選ばれるのか。出展料
の配分は各社で取り決めていただ
いておりますが、「取り扱い商品
が同じようなジャンルの数社が集
まることでブースを大きくして目立
たせる」という見方が強いです。
　過去には取り扱う商品が異な
るも、仲間内で集まってブースを
構えるというケースもありました。
共同出展の規定には、同じジャ
ンルの出展社とは定めていないの
で、選択肢の 1 つではあります。

ました。今回は、衣装関連の独
立ブースの出展が予定されていま
す。ご出展いただく際の参考にし
てください。来場される皆様は、
ぜひ会場でチェックしてみてくだ
さいね！

TOPIC ①  ブース構えにあたり知っておきたいこと

共同ブースにて新作衣装を出品する初出展の株
式会社ソレアド（上）と株式会社セリナ（下）。

お馴染みの光景ですが、そんな
シーン、日本のコンテストでは見
られません。そんな白熱したジャッ
ジの模様を体験してみませんか。
受賞者決定後、PHOTONEXT
最終日には表彰式を行います。

　前号の 1 面で、名だたるジャッ
ジが公開審査して、受賞プリント
作品を会場に展示するという新し
いフォトコンペティションを開催
することについて触れました。
　詳細については、あらためてご
案内いたしますが、このほど審査
員が確定し、現在はレギュレー
ションを詰めている段階です。
　ジャッジに名を連ねるのは、さ
まざまなフォトコンテストで審査
員を務める写真家から海外コン
ペで受賞実績のあるフォトグラ
ファーまで豪華な顔ぶれです。公
開審査では、自身の作品レベル
を知る、貴重な批評も得られる
機会となります。
 各ジャッジによって点数が付けら
れ、その採点に異議がある場合、
ジャッジ同士で審議しあう「チャ
レンジ」システムは、WPPI では

　さらに撮影スキルを磨き、社会
的ステイタスアップを目指したい
フォトグラファーにとっては、まさ
に夢の祭典となるでしょう。将来
的には、WPPI や WPC などと同
じような、日本発の一大フォトコ

新しいフォトコンペ実施します！
TOPIC ②  さらなる来場者動員に向けての新機軸 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》

ンペティションにしたいと考えてお
ります。
　新しいコンペの名称やロゴ、応
募期間、規定、賞、ジャッジの
面々、公開審査への参加方法等、
詳細は近々アナウンスいたします。

新コンペの開催意義は、以下
の通りです。

・世界基準の公平な審査によ
り評価を受けられる

・作品の評価を点数やタグ、
コメントで得られる

・公開審査で複数のジャッジ
によるコメントが得られる

・世界的基準で自分の立ち位
置を理解できる

受賞作品はギャラリーコー
ナーにプリント展示（写真は
2019年に行われたプロメディ
ア主催の「ウェディングフォト・
アワード」受賞作品展。
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時代と顧客が望む新しい空間と写真スタイルの提案  ～ライフスタジオ～

プンに伴い、ハウススタジオとい
う概念が日本の写真業界に登場
しました。その後、一軒家スタジ
オ、カジュアル衣装、自然光と人
物中心の撮影、データ販売、オ
ンラインマーケティングという一
連の流れが業界の主流になって
いきました。
　ライフスタジオは「コロナ後の
新しい時代の変化とともに、我々
は新しいスタイルと写真を通して
新しい顧客を迎えなければなりま
せん」との考えに基づき、ブース
出展に臨みます。

インテリア工事から写真
教育まで総合コンサルの
プロ集団として

　来場者には、どのような点を
アピールしたいと考えているので
しょうか。

　日本の写真館業界に、韓国フォ
ト旋風を巻き起こす大きな原動力
を与えたライフスタジオ。2008年、

「PHOTONEXT」の前身である
スタジオ写真フェアでのセ
ミナーでは、型にはまらな
いカジュアルな最新撮影ス

タイルが紹介され、大勢の来場
者にインパクトを与えました。
　あれから約 14 年、名実ともに
今もなお大きな存在感のライフス
タジオが、PHOTONEXT に初
めてブース出展します。その経緯
について、次のように語ります。
　「今回の出展を通じて、ライフ
スタジオの今まで蓄積されたイン
テリア空間制作の技術と新しい写
真スタイルを多くの写真館関係者
に披露し、写真館の皆様と情報
共有しながら写真市場を元気に
できればと思います」
　2006年、ライフスタジオのオー

有できればと考えています。
　写真館のインテリア工事業者
は多くありますが、インテリア工
事と写真教育まで総合的にコンサ
ルティングができるプロ集団は少
ないと思います。ぜひ写真館の皆
様の悩みを、我々に相談してみて
ください」
　ライフスタジオは、常に以下の
ことを考えているようです。
　「人に、写真に、より深く入っ
て行くためには、どうすればいい
か？」
　「写真館とは何か？  写真館は
どうあるべきなのか？」
　「ならば、私たちは何をするべ
きなのか？」
　こうした問いに対する答えを探
すために、真正性をもって行動
していくとしています。その動き
を、ライフスタジオのブースで感
じ取ってください。

　「現在、ハウススタジオ撮影で
の写真とスタイルが似ているよう
な感じになる現象は、同じ条件か
らする必然的な結果物だと思いま
す。我々の写真館を取り巻いてい
る条件を変化させてこそ、新しい
スタイルが生まれると思います。
　ライフスタジ オで は【LIFE 
IMAGIN：ライフイマジン】とい
う新しい写真スタイルを確立する
ためのプロジェクトを始動してい
ます。
　新しい写真スタイルは、新し
いインテリア空間と既存の撮影シ
ステムを変更しなければなりませ
ん。その変化に伴い、顧客満足
度がアップし、今よりも顧客単価
がアップしていかなければなりま
せん。
　今回の出展とセミナーを通し
て、ライフスタジオが提案する新
しい写真スタイルを、皆さんと共



①新フォトコンペ公募案内
②フォトグラファートークセッション
③出展ブース情報、ほか
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新イベントプログラムの見どころ
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。
● 2021 年 6 月は神奈川県に蔓延防止
等重点措置が適用され、隣の東京都で
は緊急事態宣言が発令されていました。
そんななかで開催した PHOTONEXT

は、おかげさまで盛況でした。本年も一
層盛り上げていく所存です。
● 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

④www.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、2022 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
載いただいております。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 88,000 円（2021 年・2022
年の出展社は無料）。詳細およびお申し込みは、info@photonext.jp 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2022年 2月号）。会期
本番に向けて、見どころやお得な情報をたっぷり
掲載。最新トレンドも含め、大々的に発信いたし
ます！

パシフィコ横浜Bホール

2022 年 6 月 7 日（火）〜 8 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  ※締切日および説明会の日程が変更になる可能性があります

◎最終申し込み締め切り： 2 月 28 日（月）
◎出展社説明会 / 小間割抽選会： 3 月 18 日（金）
◎搬入日： 6 月 6 日（月）
◎会期： 6 月 7 日（火）〜 8 日（水）

「NEXT INFO」バックナンバー
は、公式サイトからダウンロード
してご覧いただけます！！


