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在り方が問われ、新たな可能性
も見出されています。
　今回の PHOTONEXT を通じ
て、あらためて感じたのは「リア
ル開催」の優位性です。出展社
や来場者の数は少なかったもの
の、リアルで開催されるイベント
自体に「意義」を感じ取っていた
だけたかと思います。
　この先の社会情勢によるところ
もありますが、PHOTONEXTと
いう冠が付く以上、リアルなし（オ
ンライン単独開催）は考えられ
ません。たとえ規模が縮小しても、

　PHOTONEXT2021 開 催 に
向けた主催者としての想いは、
公式サイトや月刊誌「スタジオ
NOW」、そして本誌でも触れてき
ました。ご出展いただいた各社様、
セミナー講演いただいた講師の
方々、そしてご来場いただいた皆
様、関わっていただいたすべての
関係者の皆様に、厚く御礼申し
上げます。
　コロナ禍が続くことを鑑みると、
イベント開催には慎重にならざる
を得ません。一方で、オンライン
をはじめ「With コロナ禍」での

Step Up IMAGING

次なる写真映像ビジネス開拓

 2022 へ向けて始動！
今秋開催概要を発表

①
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しょうか。
　オンラインならではの特性もあ
ります。2020 年から 2021 年
にかけて「PHOTONEXT オン
ライン」を 8 回（前身の「写真
業界オンライン展示会」を含める
と 10 回）開催してきました。主
催者としては、6 月のリアル開催
に向けての「誘導」という思惑が
ありました。そのスタンスは今後
も取り入れつつ、オンラインによ
る情報発信にも注力していきたい
と考えています。詳細については、
あらためてアナウンスいたします。

「地方創生」を視野に入れた展
開など、コロナ禍を機に今まで取
り組んでいなかったことに挑戦し
ていきたいと考えています。

オンラインによる
事前アナウンスも

　展示会の果たす役割とは何で
しょうか。「新商品発表の場」「商
談」「情報収集」など、立場によっ
てさまざまだと思います。それら
を引っくるめて、肌で「体感」で
きることが最大の特徴ではないで

PHOTONEXT2021 会場の様子
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プロとして家族写真を
撮ることの意義を提唱

　PHOTONEXT2022 に関する
さまざまな情報を本誌や公式サイ
ト、公式 LINE アカウントをはじ
め SNS、主催者発行の月刊誌「ス
タジオ NOW」などを通じて発信
していきます。
　現時点で確定している企画を
お伝えします。新しい企画プログ
ラムのテーマは、①家族写真を
残す大切さ、②女性フォトグラ
ファーさらなる躍進へ、③いま求
められるオンラインビジネス、の
3 本です。
　①は公式 LINE アカウントやス
タジオ NOW8 月号でも紹介いた
しましたが、家族写真プロジェク
ト（運営 : 一般社団法人日本お
ひるねアート協会）によるスタジ
オ・フォトグラファー向け写真コ
ンテスト「家族写真グランプリ」
の受賞作品展を実施。すでに応
募は締め切られていますが、プロ
を対象にした家族写真コンテスト
として注目を集め、数多くの力作
が勢揃い。著名人による審査を

経て、選ばれる作品は必見といえ
ます。
　2020 年より、コロナ禍で「お
うち時間」が増えたなか、「旅行
や帰省は自粛するも、記念日や
家族の写真を撮りたい」という
ニーズが増加。結婚式場でも「フォ
トウェディング」を訴求し、撮影
件数を伸ばしているというケース
も見られます。新しい生活様式に
おいて、写真の表現もさらに広が
りを見せています。その最先端に、
ぜひ会場で触れ、体感してくださ
い。「家族写真グランプリ」の開
催にちなんだセミナー企画も予定
していますので、お楽しみに！

女性層のめざましい
活動をクローズアップ

　2021 年 の PHOTONEXT も
女性来場者が多く見られ、その
比率は 3 割に迫る勢いです。出
張を中心に活動するフォトグラ
ファーは相変わらず増加傾向にあ
り、ニューボーンフォトをはじめ
さまざまな分野での活躍が見られ
ます。

ジで実施します。今回も数々の卒
業生による登壇に注目が集まりそ
うです。

オンラインビジネスの
さらなる可能性を追求

　最後の③については、コ
ロナ禍で広がったオンライ
ン展開についてスポットを当てた
企画です。ここでは、オンライン
によるビジネスチャンスの拡大か
ら、より良質かつ実用性な展開を
図るためのノウハウまで、あらゆ
る可能性を提案いたします。これ
から本格的にオンラインビジネス
を実践される方から、さらなるス
テップアップを目論む方まで必聴
のプログラムとなることは間違い
ないでしょう。
　他にも、「集客」「撮影テクニッ
ク」をはじめ、フォトビジネスの
さらなる拡充につながる企画を立
てていきます。「PHOTONEXT
だから提案できること」をキーワー
ドに、最新情報を随時お届けして
いきますので、引き続きご注目く
ださい。

　こうした状況下で「選ばれる
フォトグラファーとなるために」
差別化の動きが顕著化していま
す。そのための施策、商品やサー
ビス、最新情報を 1 つでも多く
掴むために、熱心な来場者が会
場で目立ちました。
　そうした方々にとって必 聴
なのが、 ②のテーマに沿った

「KodomotoCameraFes!」 で
す。2019 年と2021 年にはギャ
ラリーコーナーで「こどもとかめ
ら写真展」を行いました。株式
会社こどもとかめら代表・今井
しのぶ氏が中心となって展開して
きたフォトグラファー養成講座で
は、これまでに数多くの卒業生を
輩出し、多方面で活躍されていま
す。そうした卒業生の作品が一堂
に出品される写真展として話題を
呼びました。
　2019 年 にリアル で 開 催 さ
れ、2021 年 は PHOTONEXT
とのコラボ企画でオンラインに
て行われました。そして、リア
ル開催としては 3 年ぶりとなる

「KodomotoCameraFes! ×
PHOTONEXT」をメインステー

■ 左上：家族写真グランプ
リ2021 の受賞作品をギャラ
リー展示。

■ 右上：家族写真グランプ
リを主催する一般社団法人日
本おひるねアート協会代表理
事・青木水理氏。

■ 左下：同グランプリの審
査員を務める株式会社こども
とかめら代表取締役・今井
しのぶ氏。2021 ではメイン
ステージで講師を務め、こど
もとかめら卒業生とのトーク
セッション（右下）も行われた。
2022はコラボ企画としてフェ
スを大々的に行う予定！！
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2021 出展社アンケート集計結果

した。上のグラフに示されている
ように、「引き続きリアル開催を
希望」が圧倒的に多いです。なお

「パシフィコ横浜以外で開催して
ほしい」を選んだ出展社もゼロで
した。
　感染症予防対策に関しては、
概ね「良かった」との回答をいた
だきましたが、コメント欄には「展
示ホール内にもアルコール消毒液

　PHOTONEXT2021 出 展 社
アンケートを実施し、約半数の企
業から回答が得られました。ご協
力いただいた各社様、ありがとう
ございました。
　「会場およびレイアウト」という
項目には、「リアルとオンラインの
ハイブリッド開催を希望」「オンラ
イン単独開催を希望」という項目
を設けましたが、回答数はゼロで

く、熱量の高い方が来られた印
象」「この時期にこの集客人数は
好調だったのでは」「真剣に商材
やヒントを探しに来られていた方
が多かった」などのご意見があっ
た一方で、「地方からの来場者が
少なかった」「コロナ禍が落ち着
き元の来場者数に戻ることを期待
しています」というコメントも見ら
れました。

を（至るところに）設けてほしかっ
た」というご意見がありました。
アウトレットコーナーの入口には
用意いたしましたが、オープンス
ペースのセミナー会場などには設
けなかったので、次回以降の改
善点とさせていただきます。
　自由記入欄には「コロナ禍で
大変ながらも思った以上の成果
があった」「冷やかしの方は少な

■ A：いままで通り平日火曜・水曜という日程が望ましい■ B：平日であればいつ
でも良い　■ C：6 月以外の会期が良い　■ D：その他　単位：％

■ A：引き続きリアル開催を希望　■ B：ブースとイベントがワンフロアとなっているほうが良い　■ C：
展示会場とセミナー会場が別々になっているほうがブースで営業に集中できる　■ D：年に数回、地方
の会場でも開催してほしい　単位：％

■ A：もっと本数を増やしてコンセプトに即した内容を盛り込んでほしい　■ B：これ以上本
数を増やさないでほしい　■ C：ブース出品と連動した企画を立ててほしい　■ D：新しい
切り口を設けてほしい　■ E：その他　単位：％

■ A：写真館 / スタジオ　■ B：フォトグラファー　■ C：メーカー / 商社 / ラボ　■ D：
一般 / 学生　■ E：ブライダル関連ビジネス　■ F：カメラ店 / 写真店 /DP ショップ　■ G：
衣装関連ビジネス　■ H：ジャンル問わず女性層　■ I：美容業界　■ J：フューネラル業
界　■ K：ギフト業界　単位：％
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次回の見どころを紹介！！

①企画コンセプト
②出展のご案内
③新プログラム、ほか

2021/9/5フォトネクスト2022通信誌Vol.1

PHOTONEXT2022開催概要
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。
● 2022 年に向けて動き出します。今後
は本誌のほか、公式サイトや公式 LINE
アカウントをはじめ SNS、月刊誌「スタ
ジオ NOW」などで紹介。今秋には開催

概要説明会を行います。日程が決まり次
第、お知らせいたします。
● 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

①www.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」。2021年 7～9月号では2021
年の「PHOTONEXT」の模様をレポート。引き
続き、最新トレンドも含めて発信いたします！

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  ※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（月）
◎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）

開催概要説明会の日程は
近 ア々ナウンスいたします !


