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新たな写真価値創造に向けて挑戦します

■ with&after コロナ時代に変わる、新しい生
活様式で変わる、いま求められる撮影・写真・
映像ビジネス。

■ これからさらなる需要拡大へ。リアル展示会
イベントだからこそ、肌で体感できる機材、プ
リント商品、衣装、最先端テクノロジーの数々。
撮影スキルをさらに磨くセミナープログラム
は、オンラインと併用展開。

■ 新たなる時代へ「リベンジ NEXT10」。プ
ロフェッショナルのための総合展が 2021 年 6
月、横浜より大々的に開幕。

■ 2020 年、新型コロナウイルスが世界的に猛威を振るい、
私たちの生活を一変させました。ビジネスに与えた影響も
計り知れません。

■ 写真業は、観光業や飲食業などに比べれば、さほど大き
な影響はなく、七五三をはじめとする記念撮影も再開され
ていますが、ブライダル業界では三密を避けるために小規
模な挙式披露宴へのシフトチェンジが加速化。フォトスタ
ジオでも、室内換気や消毒等のコロナ感染拡大防止策が求
められています。

■ さまざまな業界で、オンラインイベントが盛んに行われ
ています。新しい生活様式にて創出されたムーヴメントと
も言えます。しかし、オンラインだけでは限界があります。
実際の商品やサービスを生では体感できません。

■ オンラインならではのメリットもあります。これからは
「リアル」との融合が進むと思われます。

■ 「PHOTONEXT」も 2020 年の中止を受け、オンライン
による情報発信に注力していますが、この目的は「リアル
展示会」への誘導です。「PHOTONEXT オンライン」の最
終目的地は「PHOTONEXT2021」と考えます。

■ 本番の盛り上げに向けて、皆様の力をお借りしながら、
2021 年 6 月に横浜で、実りある「カタチ」にして、お返
しできるように。2020 年に叶わなかった展示会イベントの
リベンジに全力で取り組みます。

■ 新しい時代のフォトビジネスを、一緒に模索しませんか。
「PHOTONEXT2021」本格始動に入ります。

日本唯一にして最大規模のフォトグラファーズ＆フォトビジネスフェア

2020 → 2021　オンライン→リアルへ



お申し込み・お問い合わせは、info@photonext.jp

さぁ行こう、新世界へ !
企画力高めて、いざ出陣 ！！

① みんなで語ろう近未来ビジネス〜フォトサミット〜
■ 子供写真、学校写真、結婚写真…各ジャンル代表が集う公開シンポジウム
■ ギフト、フューネラル、AI、5G…他業種・新技術がもたらす写真映像ビジネス
■ テーマ別にゾーニング＆ブース連動型セミナー・イベント構成

各プログラムの詳細は、公式ホームページ（www.photonext.jp）
facebook、Instagram、公式 LINE アカウント等で情報発信。
会期 1ヵ月半前には「開催案内パンフレット」を 10 万部発行。
全国に向けて配送します !

《人気イベント継続開催》
◎ 衣装展示即売コーナー
大人気のアウトレットコーナーに再び登場。拡販の
場にご活用ください。

2020で実施予定だった催しから、2021に向けた新しい企画まで
いままでにない視点でのセミナー・イベントプログラムを決行します！

② NEXTプリントショップ〜高品位出力体感〜
■ 老若男女、誰でも気軽に利用できる新しい写真専門店を模索
■ 世界レベル品質に向けた入力〜出力までの最先端ワークフロー
■ 他業種コラボレーションによる商品・サービス・ワークショップ

③ プロライティングスキル習得〜撮影ビジネス拡充へ〜
■ 1 灯から多灯、クリップオンからモノブロックまでバラエティに富んだ照明ゾーン
■ 撮影デモンストレーションを交えたセミナー・ワークショップも実施
■ 出張撮影フォトグラファーマッチング登録会＆アルバム展も同時開催

◎ ウェディングフォト・アワード
第 11 回目を迎えるプロ向け結婚写真コンテスト。次
回からは協賛メーカーを募集します。

《公式HPもリニューアル》
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。Facebook 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。



新型コロナウイルス感染予防対策
《主催者＆会場側の共通対応》

3 密を避けた運用、展示ホール内の換気

■ 「PHOTONEXT」では「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」（第 4
版。2020 年 9 月 19 日更新）に沿っ
て対応し、今後変更があった際には、
PHOTONEXT 公式ホームページなど
を通じて、ご案内させていただきます。

主催者および会場側で行う
共通対策

■ 会場側と事前に打ち合わせ、以下
の 安 全 対 策 を 講 じ、PHOTONEXT
公式ホームページやメールマガジン、
SNS 等による事前連絡・告知、看板
設置等により感染予防対策について
周知徹底いたします。

《会期前》

■企画内容の検討

◎ 3 密状態（密閉、密集、密接）を
回避した企画。

◎演者（セミナー講師など）と観客間
の接触・飛沫感染リスクの排除（演者
と観客が催物前後・休憩時間等に接触
しないよう、確実な措置を講じるとと
もに、接触が防止できないおそれがあ
るイベントについては開催を見合わせ
ます）。

■参加者間の間隔を確保した会場設営

◎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。

◎広めの会場の確保。

■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

◎ Web による事前登録の採用。

◎時間差での入場等の検討。

■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、可能な範囲での来場者の連絡先を
把握。

■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）。

◎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。

◎来場者への接触確認用システム等の
登録推奨（厚生労働省の接触確認アプ
リ COCOA、神奈川県 LINE コロナお
知らせシステム）。

《会期中》

■マスク着用の担保

◎主催者側にて予備のマスクを用意
し、着用していない方への着用を促し
ます。

■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。

◎会場内等の QR コード等（LINE コ
ロナお知らせシステムの場合）の掲示。

◎会場アナウンスでの呼びかけ。

■会場前での来場者の健康状態の把握

◎出入口等でのサーモグラフィーによ
る来場者の検温もしくは来場前の体温
申告を義務付けます（37.5 度以上の
発熱等の症状がある場合の来場制限）。

■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消
毒付近、もしくは主催者持ち込みのア
ルコール消毒付近での実施を呼びかけ
ます。

■会場の換気を実施

◎搬入出時は展示ホール内空気循環
のため、運営・安全面で支障がない範

囲で、搬入出口を常時開放するととも
に、会期中も展示ホール内の空気循環
のため、運営・安全面で支障がない範
囲で搬入出口大扉を 50 ㎝程度開放い
たします。

■来場者 / スタッフの個人情報の取得

◎緊急時に連絡が取れるよう、入場登
録時に全員の個人情報（氏名・電話・メー
ルアドレス）を取得、運営に関わる主
催関係者・スタッフも同様に個人情報
を取得します。

■混雑緩和措置

◎会場入口での入場制限等による密集
の回避を心がけます。

◎セミナー会場およびアウトレットコー
ナー等、密集しやすい場所においても、
ソーシャルディスタンスの確保および入
場制限などを設けます。

■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。対人
距離を最低 1m（できるだけ 2m を目
安に）確保いたします。



新型コロナウイルス感染予防対策
《主催者＆会場側の共通対応》

■大声の抑制

◎大声を出すものがあった場合、個別
に注意して対応等ができるよう体制を
整備（人員配置）いたします。

《疑い例発生時の対応について》

■指定救護室への搬送

■パシフィコ横浜への連絡（西保健セ
ンターへの連絡）

《主催者スタッフ等の感染拡大予
防のための対策》

■スタッフ用のマスク、消毒等の用意

■スタッフのマスク着用、手洗い励行
の徹底

■スタッフの体調把握（毎朝の検温な
ど）

《その他の主催者対応》

■来場者が帰宅後に発症した場合に備
え、主催者連絡先の周知

■搬入出時等、作業スケジュールの検
討による 3 密の回避

■催物前後の行動管理（交通機関、イ
ベント後の打ち上げ等による 3 密の
抑止）

会場側の対策

■ パシフィコ横浜では、新型コロナ
ウイルス感染予防に向けて、以下の取
り組みを行なっています。

《施設内の消毒について》

■ 来場者に安心してご利用いただく
ため、各施設のエントランスへ手指消
毒用アルコールを設置するとともに、
終了後は手の触れる部分の洗浄剤によ
る消毒を実施しております。

■手指消毒用アルコール設置箇所

◎各施設エントランス。

◎全トイレ個室の便座除菌用。

■洗浄剤による主な消毒箇所

◎会場利用後のマイク、机・演台・司
会台等。

◎ドアノブ、手すり等。

《施設内の空気循環について》

■ 空調・換気設備により、常に外の
空気との入れ替えを行っております。

《密閉空間や飛散防止について》

■ 換気の悪い密閉空間、多くの人が
密集する場所を避けるため、館内の喫
煙所は当面の間、閉鎖しております。
フォワイエやコンコースの休憩用椅子
については、ソーシャルディスタンス
確保のため、間引きあるいは離して設
置。また、飛散防止のため、トイレ内
のハンドドライヤーについても当面の
間、運転を停止しております。

《スタッフの健康管理について》

■ 安心してご利用いただくために、
パシフィコ横浜スタッフもマスクを着

用して対応。また出社前の検温の実施
等、体調管理を行うとともにオフィス
内での感染防止対策を講じています。

《疑いのある患者が発生した場合
の連絡・対応体制》

■ 来場者が、パシフィコ横浜滞在中
に発症を申し出た場合は、マスクを着
用のうえ、指定救護室に搬送、健康状
態等を問う質問票を作成し、疑い例に
該当するかの判断を行います。疑い例
に該当する場合には、西区福祉保健セ
ンターへ速やかに連絡します。

■疑いのある患者は、指定救護室（プ
ラザ控室）に搬送します。

◎展示ホールおよびアネックスホール
は、状況に応じて隣接する施設「ノース」
の指定救護室も利用します。

■指定救護室への同行者と処置

◎患者が発生した場合には、必ずパシ
フィコ横浜の責任者および警備員が対
策セット（マスク、手袋、防護メガネ、
消毒用ティッシュ、廃棄用ビニール袋、
非接触式温度計、質問票）を持参のう
え現場に出向き、主催者とともに指定
救護室へ同行いたします。

◎救護室においては、患者に質問状を
記入していただき、健康状態を確認し
ます。また、その結果をもとに所轄の
西区福祉保健センター（保健所）等に
連絡をし、受け入れ病院の確認と、救
急車の要請を行います。

◎患者が搬送された後は、救護室ほか
必要場所についての消毒および清掃を
実施するとともに、同行者についての
措置も西区福祉保健センターに確認
し、適切な指示をいたします。

■情報の集約と発信について

◎疑い例発生の場合には、パシフィコ
横浜内に設置されている社内対策本部
を召集し、横浜市と連絡を密にしたう
えで情報の集約と発信を行い、主催者
とも連携いたします。

アルコール消毒、マスク着用の義務付け



新型コロナウイルス感染予防対策
《出展社へご協力のお願い》

《出展準備時》

■会期中、会場入りされる社員やス
タッフの皆様の名簿（個人情報登録）
を作成いたしますので、出展申込各社
様へお送りする「提出書類一式」の「責
任者届出書」に必ずご記入のうえ、主
催者に提出してください。ブースを施
工する業者様につきましても、事前登
録が必要です。なお、必要に応じて保
健所等の公的機関へ提出され得ること
の事前周知と承諾を頂戴いたします。

■ブースデザインにあたっては、密を
発生させるリスクを抑えるよう、通常
より余裕のあるスペースを確保してく
ださい。出展社スタッフや来場者間の
距離を1m 以上確保したブースレイア
ウトをお願いいたします。

■ステージ設計と運営にあたり、ステー
ジ上の登壇者は感染症対策を徹底する
とともに、観客席と来場者間の間隔は
1m 以上、ステージと観客最前列との
間隔は 2m 以上の確保をお願いいたし
ます。ステージ周囲に壁を設けて、通
路より見えないブース設計とするなど、
ステージ周辺での立ち見による密を防
ぐようにしてください。

■不特定多数の人が触れたカタログ等
の配布物は、戻さない対策をお願いい
たします。使用済みマスク・フェイスシー
ルド等は自社で廃棄してください。

■小間内の商談エリアで来場者と対面
となるレイアウトの場合には、双方の
マスク着用を徹底しつつ、必要に応じ
て飛沫感染防止のためのアクリル板や
ビニールカーテン等の遮蔽物を設置し
てください。

■自社ブースで使用するマスクや消毒
液をご用意ください。

■説明員として参加する自社スタッフ
の業務に必要な防護具（マスク、フェ
イスシールド等）を検討し、手配して
ください。

■会場の説明要員は、必要最小限の人
数での計画をお願いいたします。今後
の感染状況およびガイドラインによ
り、1 ブース（9 平米につき）に立つ
スタッフの人数を 3 〜 4 名に制限さ
せていただく可能性があります。

■商品パンフレットや会社案内などの
資料は、できる限り手渡しとし、デジ
タル化などもご検討ください。

■来場勧誘の際には、展示会場での検
温があること、マスク着用が必須であ
ることなど注意事項の周知をお願いい
たします。

《搬入出時について》

■自社・施工関係・運送会社など関係
者のマスク着用と手指の消毒の実施、
手洗いの徹底をお願いいたします。

■自社ブースで出たゴミはお持ち帰り
ください。

■マスク、手袋などウイルスが付着し
ている可能性のあるゴミについては、
必ずビニール袋などに入れて密閉して
ください。

■搬入完了時に小間内の共有物品や人
の手が触れるものは、清掃・消毒を心
がけてください。
■施工時間の短縮と施工人員の削減に
よる安全な作業環境の確保を心がけて
ください。

■自社ブースに来場した関係者の氏
名、連絡先をできる限り記録し、会期
終了後 3 週間保存してください。

《会期中》

■次の方々は、ブースに立つのをお控
えください。
発熱がある方、咳・咽頭痛・息苦しさ
の症状が認められる方、保健所等の健
康観察下にある方、政府が指定する期
間に海外渡航歴のある方（当該期間に
帰国した方と接触した方も含む）、そ
の他体調が優れない方（味覚・嗅覚異
常、強い疲労倦怠感など）

■スタッフ全員のマスク着用の徹底
と、商談や説明時なども含め大声での
会話や呼び込みをお控えください。

■来場した自社および外注スタッフの
日別名簿を作成し、会期終了後 3 週
間保存してください。

■商談テーブル利用の日時別名簿を作
成し、管理するよう努めてください。

■展示会場での商談およびブース内セ
ミナーは、予約制なども検討し極力事
前に日時調整し、後日 Web 会議をは
じめオンラインも活用するなど、現地
での商談が必要以上に長引かないよう
に工夫していただくとともに、名刺交
換も可能であれば電子的に実施してく
ださい。

■小間内の高頻度接触部位（出展製品、
テーブル、椅子の背もたれ、ストック
ルームドアノブ、携帯電話、キーボー
ド、タブレット、タッチパネルなど）を、



■ 手指用アルコール消毒を設置すると
ともに、ご利用終了後、お客様の手の
触れる部分について消毒を行っており
ます。
　◆アルコール消毒液設置箇所 
　・各施設エントランス 
　・全トイレ個室（便座除菌用） 
　◆主な消毒箇所 
　・会場利用後のマイク、演台、司会
　　台など
　・ドアノブ、手すりなど

■ フォワイエやコンコースの休憩用イ
スは、ソーシャルディスタンスを確保し
て設置しております。

■ 施設内の換気を良くするため、空調・
換気設備により、常に外の空気との入
れ替えを行っております。

■ トイレ内のハンドドライヤーは、運
転を停止しております。

■ 換気の悪い密閉空間、多くの人が密
集する場所を避けるため、施設内の喫
煙所を閉鎖しております。

新型コロナウイルス感染予防対策
《出展社へご協力のお願い》

各社にて責任をもって毎日複数回清掃
してください。商談に使用するテーブ
ル・椅子や製品などは、商談ごとに消
毒をお願いいたします。

■自社小間の来客状況により、デモン
ストレーションやブース内セミナー、
商談時間を柔軟に調整してください。

■セミナーを行う際には、密な状況を
作り出さないよう、できる限りの配慮
していただき、ステージごとの観客席
の消毒もお願いいたします。

■ウイルスが付着している可能性のあ
るゴミは、必ずビニール袋などに入れ
て密閉して廃棄してください。

■発熱や気分が悪いなど、新型コロナ
ウイルス感染症への感染が疑われる者
が発生した場合は、速やかに主催者ま
で連絡してください（主催者事務局の
連絡先電話番号は後日ご案内します）。

■飲食物の提供はできる限り控えてく
ださい（ご提供される場合は、菓子類
は個別包装・密封性の高い物、飲み物
はペットボトルのご利用をご検討くだ
さい）。

■食事をされる場合は、大人数になら
ないように、間隔をあけて、会話はで
きる限り控えてください。

※ご不明な点がございましたら、主催
者まで（info@photonext.jp）

安心してご来場いただけるように
パシフィコ横浜では徹底した対応
を図っています



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
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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

www.photonext.jp

「PHOTONEXTオンライン」に出演しませんか？

・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 まで。

毎月1 回発行している「NEXT INFO」では、PHOTONEXT 開催に向けて
のビジョン、セミナーをはじめとするイベントプログラムの詳細、出展社イチ
オシ情報など、さまざまな内容でお届け。最新号は Facebook、Instagram、
公式 LINEアカウントにてお知らせいたします。vol.1〜 3は、公式ホームペー
ジよりダウンロードいただけます。

ぜひご登録ください！

フォトネクスト公式 LINEアカウント

2021主要スケジュール決定
◎第 1 次申し込み締め切り： 1 月 29 日（金）
◎最終申し込み締め切り： 2 月 26 日（金）
◎出展社説明会 / 小間割抽選会： 3 月 19 日（金）
◎搬入日： 6 月 14 日（月）
◎会期： 6 月 15 日（火）〜 16 日（水）

最新情報は
ＰＨＯＴＯＮＥＸＴ通信誌

「NEXT INFO」にて大々 的に発信

株式会社プロメディア

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 3-5-3 西新宿ダイヤモンドパレス 1105  
担当 : 深谷　TEL 03-6302-0801　FAX 03-6302-0802

主催者事務局

最新情報を随時お送りいたします!

2021年
横浜でお会いしましょう!!


