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フォトグラファーズ&フォトビジネスフェア
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主　　催  :  株式会社プロメディア
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

体感
×

プロフェッショナル写真力



■ 来場者層

・構成比（カッコ内は昨年実績）は、写真館／スタジオ
が 33％（31％）、フォトグラファーが 21％（19％）、メー
カー／商社／ラボが 19％（15％）、一般／学生が 7％

（8％）、ブライダル関連ビジネスが 6％（8％）、デザイ
ン／出版／印刷が 5％（5％）、カメラ店／写真店／ DP
ショップが 4％（6％）、衣装関連ビジネスが 2％（3％）、
IT ／通信関連ビジネスが 2％（3％）、家電店／量販店
が 1％（2％）となりました。一昨年までは「写真館 / ス
タジオ」に次いで多かったのが「メーカー / 商社 / ラボ」
でしたが、昨年より「フォトグラファー」が 2 番目に躍り
出ました。その傾向は本年も変わらずでしたが、2 割を超
えるまで増加しました。

■取材プレス

・会期中は新聞社やカメラ雑誌社、写真業界誌（紙）な
ど計 39 社・50 名に取材していただきました。

■ PR 活動

・会期 1 ヵ月半前に「開催案内パンフレット」を約 10 万
部制作、また見どころなどを詳しくまとめた「事前特大号」
を約 2 万部発行し、過去来場者に加え、出展各社の取引
先にも広く配布させていただくとともに、業界団体会報誌
への同封、フォトギャラリーや横浜市の観光案内センター
および主要施設でも配布いただきました。また公式ホーム
ページや Facebook 等にて出展ブース情報やアウトレット
出品物、セミナープログラム等を案内しました。
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■開催期間：2019 年 6 月 18 日（火）～ 19 日（水）
　　　　　　搬入日：6 月 17 日（月）

■展示会場：パシフィコ横浜 AB ホール

■有料セミナー会場：会議センター

■業界団体併催セミナー会場：2F 会議室

■出展社数と出展小間数：119 社 284 小間
　　　　　　　　　　　　　　　（テーブル出展含む）

■主催：株式会社プロメディア

■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

■特別協賛：日本営業写真機材協会

■後援：東京都　横浜市

■協力：カメラ記者クラブ
　　　　公益財団法人国際文化カレッジ
　　　　全国記念写真事業協同組合
　　　　全日本写真材料商組合連合会
　　　　一般財団法人日本カメラ財団
　　　　公益社団法人日本広告写真家協会
　　　　公益社団法人日本写真家協会
　　　　一般社団法人日本写真学会
　　　　協同組合日本写真館協会
　　　　公益社団法人日本写真協会
　　　　日本写真芸術学会
　　　　一般社団法人日本写真著作権協会
　　　　一般社団法人日本写真文化協会　※ 50 音順

■登録来場者数：受付で発行した入場者証の実数

1. 開催概要

入場者数 前年実績
 6 月 18 日  6,381 人 5,368 人
 6 月 19 日  4,292 人 4,240 人

 合計  10,673 人 9,608 人
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■開催主旨・内容

・「PHOTONEXT2019」は、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、株式会社プロメディア（50 音順）の主催の
もと、前記の概要にて開催されました。

・「フォトグラファーズ＆フォトビジネスフェア」のコンセプ
トを掲げ、「写真の撮影分野と写真関連商品の流通分野
を対象に、市場の活性化と需要拡大、さらには展示会と
セミナーを通じて撮影に携わるプロフェッショナルとビジ
ネス関係者のレベルアップを図り、あわせて消費者に写
真・映像の豊かな喜びを提供し、充実したライフスタイル
づくりに貢献する健全な業界形成と発展を目指す」ことを
目的に開かれました。出展社数は前年よりも 16 社増えて
119 社となり、うち新規出展社は過去最大の 26 社に上
るなど、いままで以上に新しい商品展示やサービス提案
が目立ちました。

・PHOTONEXT の前身「スタジオ写真フェア」から数え
て 16 回目の開催、PHOTONEXT としては 10 回目の
開催と節目の年となりました。会場をパシフィコ横浜に移
して 4 回目となりましたが、神奈川のみならず全国各地か
ら大勢の方々にお越しいただきました。

・来場者数は前回の 9,608 人から 10,673 人と、ついに
1 万人を突破しました。毎年梅雨時に開催しているため、
雨が降ることも多々ありましたが、本年は連日快晴でした。
また昨年は、フォトグラファーの来場が増加しましたが、
本年もその傾向は変わらず、今後写真業界での活動を目
指す若年層から、主婦業をしながらフォトグラファーとし
ての活動にも注力されている女性層も多く来られました。

・セミナープログラム数は、前年の 35 本から 43 本と過
去最大規模のボリュームとなりました。業界関連団体によ
る併催セミナーのほか、出展社でもブース内で講演を行う
ところも多く、見どころ満載の内容となり、来場者の滞留
時間が長かったことも特徴として挙げられます。

・2019 年の開催テーマは、フォトビジネスの総ざらいと
新たなる挑戦に向けて「体感×プロフェッショナル写真力」
としました。デジタル化の進展により、市場環境が大きく
変わり、デジタルカメラ、さらにはスマートフォンの普及に
よって、写真の楽しみ方、消費者の写真に対する価値観
が多様化してきました。

・そうしたなかで、あらためて業界をあげて「プロならで
はの写真」を考える必要性を感じました。フォトスタジオ
に行かなくても、フォトグラファーに記念写真を撮っても
らわなくても、いまや誰でもどこでも気軽にハイクオリティ
な撮影が楽しめる時代です。手軽にシェアし、情報伝達
において大きな役割を果たす写真。そうしたなか、いま「プ
ロフェッショナル写真」に求められる要素は何なのかを追
求したいと考えました。

・子ども写真チェーンから衣装店、IT 企業や海外スタジオ
まで、さまざまな業態が参入し、表現の世界を拡げた撮
影ビジネス分野。4K8K の世界も拡がりを見せ、2020
年に東京オリンピックが開催される頃には、いまでは考え
られない撮影技術、視聴環境が構築されている可能性も
あります。それだけ技術の進化、そのスピードが想像以上
に速いと実感させられます。

・一方で業界内では、デザインアルバムやフォトブック、ス
マホプリントといったアウトプット（出力）の分野の動向に
も注目が集まっています。家族の絆、思い出の 1 枚など、
消費者にとってかけがえのない写真をカタチにして残すこ
との価値提案、それが活性化への道筋になることを信じ
て、強く心に響く商品、販売、提案が求められています。

・時代の変化、そのスピードは最先端技術の進展に伴い、
刻一刻と増しています。だからこそ勇気を持って行動する
こと、未開拓の地を耕すチャレンジ精神が問われます。そ
うした視点に基づき「PHOTONEXT2019」は、出展社
ブースからセミナーイベント、さらには 10 周年企画プロ
グラムまで、フォトビジネスのさらなる拡充につながるバ
ラエティに富んだ内容を盛り込みました。
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2.　出展社の展示

・展示ホールでは、最新の写真機材、アルバム、ソフトウェ
ア、プリントサービス、関連用品などが展示されました。
日本のプロフェッショナル写真分野に関わるメーカー、商
社、ラボ、流通などの各社がほとんど参加し、全国から
来場した写真館、写真店、DP ショップ、フォトグラファー、
ブライダル分野、家電量販店、出版、印刷、デザインな
ど幅広い層に、最新のビジネス機材＆ソリューションの提
案が行われました。

・新規出展社が過去最大の 26 社に上り、衣装をはじめ他
業種からの出展も多く見られました。10 周年を記念して実
施した来場者アンケートでは、来場の主な目的について「出
展社のブースを見るため」という回答が 9 割以上を占めま
した。また「ブース展示に期待すること」については「いま
まで見たことのない会社の製品をチェックしたい」という回
答が 5 割以上に達しました。こうした点も来場者の増員に
つながったと考えられます。

PHOTONEXT2019 会場 MAP

100：ピーディーエーギャロップ
101：中部カミトク
102：常盤写真用品
103：N＆Fテクノサービス
104：プロ機材ドットコム
105：プロショップ東映堂/

エムテク/ピー・エイチ・ワークス
106：プログレードデジタル
107：Synology Japan
108：Holyday
109：アドビシステムズ
110：ユ・メ・ミ ファクトリー
111：キクヅル/妓都

フォトブック企画コーナー
・シンプレスジャパン
・ダンクセキ
・富士フイルムイメージングシステムズ
・プラザクリエイト
・ラボネットワーク

ミラーレスカメラ体感コーナー
・キヤノンマーケティングジャパン
・コメット
・ソニーマーケティング
・ニコンイメージングジャパン
・パナソニック
・富士フイルムイメージングシステムズ
・プロフォト
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3.　展示会場および別会場での開催イベント

6 月 18 日（火） 6 月 19 日（水）
【兄弟経営者セッション①】それぞれの持ち味を活かして
1 つの船の舵を取る

（株）スタジオコイズミ　小泉博敬・小泉賀敬

選ばれる女性フォトグラファーになるために
光家瑞穂　小松文乃　古田島茜

PPA 全米プロ写真家協会会長記念講演
オードリー・ワンケット

【兄弟経営者セッション②】個性・強みを別ベクトルで
展開し需要増大を目指す

（株）林写真館 林陽平　（株）スタジオリッツ 林欣也

360 度 /180 度の VR コンテンツで
写真と動画の可能性が広がる！
VR コンテンツクリエイター 映像作家 写真家　染瀬直人

地場のフォトグラファーを活かす次代撮影ビジネス展開
（株）ハピリィ　二口恵子

いまスタジオを軸とした撮影ビジネスに
求められるコトとは
吉田英隆　中村竜雄　阿那守男

女性視点による撮影ビジネス展開＆業界トレンド分析
フォトグラファー　大村 祐里子

フォトグラファーと神社が良好な関係を築くためには
吉田英隆　和田隆之　織田隆一

メインステージ A・プログラム

■メインステージ

・例年まではセンターステージという、その年のフェアを
象徴する大きなテーマに基づいてセミナーを行うステージ
を設けましたが、2019 年はメインステージと称して A と
B の 2 つに分けました。メインステージ A は、同業者お
よび異業種との特別コラボセッションを実施。メインステー
ジ B は最先端テクノロジーからコアビジネスの新たな展開
など、NEXT につながるプログラムを設けました。

・特別コラボセッションでは、出張撮影からスタジオ経営
まで、さまざまな立場で撮影ビジネスに携わる 3 名の女
性フォトグラファーによる「選ばれる女性フォトグラファー
になるために」と題したセミナーを実施しました。

・男性講師陣によるトークセッションでは「フォトグラファー
と神社が良好な関係を築くためには」というテーマで、フォ
トスタジオをはじめとするポータルサイトの運営者をファ
シリテーターに、出張撮影の第一人者であるフォトグラ
ファー、そして PHOTONEXT では初となる神社の禰宜
を招き、昨今問題視されている神社でのフォトグラファー
の撮影マナーに関するトークが繰り広げられました。

6 月 18 日（火） 6 月 19 日（水）
What's NEXT in Removable Storage.
〜キーワードは "PCle" 〜
プログレードデジタル　ウェス・ブリュワー

一般向けフォトブックサービスの今と
プロ向け商材のこれから
フォトブック教室メモアル　徳本雅美

キーワードは「世界観」
新しいポートレートをプロデュース！
FINDER JAPAN　夏木元みなみ

ウェディングフォトグラファーが
やるべきブランディングとは
Michi Photography　渡辺未知

令和の時代にスタジオから発信！
写真を飾る文化をお届け
PHOTO MVP　李東哲

ウェディングフォト・アワード 2019 授賞式

スタジオが考えたい Web マーケと
革新的 Web プラットフォーム

（株）Holyday　佐藤伸介

エバンジェリストが伝授！ 効率が劇的アップする
Photoshop/Lightroom 活用術
アドビシステムズ（株）　仲尾毅

長岡秀文「CLIMAX シューティングライブ !!」
写真家・アーティスト　長岡秀文

メインステージ B・プログラム
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6 月 18 日（火） 6 月 19 日（水）
最適化されたクロマキー撮影と活用法
PARANSOFT/Jung wangjae　Antomo/ 山川智子
協力：K-ART

リピート率の高い出張撮影フォトグラファーになるためには？
フォトグラファー / 青柳理沙

《主催者企画講演》

バウンス自在のフラッシュ活用で撮影に熱中しよう！
フォトグラファー / 萩原和幸
協力：（株）ケンコー・トキナー

大光量ストロボを使った魅力的なポートレート撮影
フォトグラファー / イルコ・アレクサンドロフ
協力：（株）ケンコープロフェショナルイメージング

新しい概念の花嫁写真を提案＆デモシューティング
ニッポン花嫁プロジェクト
協力：（有）キクヅル

フォトスタジオのイベント集客 新しいカタチ
（株）LOVST/ 近藤大輔
協力：（株）Holyday

ウェディングフォトを Lightroom で仕上げる基本テクニック
kuppography/ 久保真人　
協力：アドビシステムズ（株）

助成金・補助金の最新情報と活用法
（株）ヒューマンネット・コンサルティング / 清水厚史
協力：プロショップ東映堂

ストロボを駆使したイメージ優先のプロフィール撮影
フォトグラファー / 鈴木さや香
協力：（株）セコニック

ドキュメンタリーフォトその表現の可能性
写真家 / 清水哲朗

《カメラ記者クラブ協力講演》

出張フォトグラファーの写真管理に Synology NAS を推奨する理由
イメージバンクナカジマ / 中嶋秀磨
協力：Synology Japan（株）

ニューボーンフォト・マル秘撮影テクニックが盛りだくさん
フォトスタジオムーンテラス / 石井美帆
協力：Mimosa House

セミナールーム・プログラム

■ 10 周年特別企画ゾーン

・10 周年にあたり、展示ホールには「10 周年特別企画
ゾーン」を設けました。Web 関連や動画配信をはじめ、

「NEXT」につながる最先端の提案を中心とした企業ブー
ス、旧フォトブックプラザを一新し、よりバラエティに富ん
だ商品ラインアップで構成したフォトブック企画コーナー、
話題のミラーレスカメラによる撮影シューティングが楽し
める「ミラーレスカメラ体感コーナー」を設置し、連日、
大勢の来場者で賑わいを見せました。

・このうちの「ミラーレスカメラ体感コーナー」（主催：協
同組合日本写真館協会）は昨今、最新鋭のカメラが出揃っ
てきたことで、プロ撮影現場の領域でどこまで活用できる
のかを、2019 年の開催テーマ「体感×プロフェッショナ
ル写真力」にちなんで企画。カメラメーカー 5 社の最新
機種を中心に、本格造作とモデルを配したエリアと、スタ
ジオライティングで撮影できるエリアの 2 面を設けました。
テーブル出展コーナーにも多くの来場者が詰めかけ、その
性能について熱心に質問する光景が頻繁に見られました。

■セミナールーム

・出展社が主体となって行う公開セミナーは、単なる自社
製品の PR を行うのではなく、外部講師を招いて実施する
ことで、多くの来場者を吸引しました。2019 年は 10 社
が参加し、撮影から出力まで最先端のフォトビジネスに関
する講演を実施。主催者セミナーとしては「リピート率の
高い出張撮影フォトグラファーになるためには？」、カメラ
記者クラブ協力セミナーでは「ドキュメンタリーフォトその
表現の可能性」をテーマとした講演が行われました。
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■アウトレット

・出展社が現行品以外の商品を出品する人気の物販コー
ナー。2019 年は通常のアウトレットコーナーに加え「衣
装展示即売コーナー」を新設しました。同コーナーを設
けたことで、衣装関連の新規出展も増加。両コーナーを
合わせて 29 社が出品、大勢の来場者でごった返しました。

■ギャラリー

・ギャラリーコーナーには、後述する「ウェディングフォ
ト・アワード 2019」金賞受賞作品を掲示しました。ベス
トショット部門金賞 30 点、アルバム・ストーリー部門金
賞 3 点、ふるさとウェディング特別賞 10 点を、ギャラリー
の壁一面に掲示。金賞受賞者やコンテスト応募者、その
他多くの来場者が興味深くご覧になり、昨今のウェディン
グフォトの作風などを参考にしていました。

・新たな展示としては、女性フォトグラファーを中心とした
ポートレート作品展「こどもとかめら写真展」や、3.11
震災を風化させることのないよう、被災地の様子を記録写
真や映像で伝えました。このほか、フォトスタジオをはじ
めとする業界団体フォトコンテストの受賞作品や WPC 受
賞作品も掲示しました。

■ウェディングフォト・アワード 2019 授賞式

・株式会社プロメディア主催によるプロフェッショナル結
婚写真コンテスト「ウェディングフォト・アワード」は、
PHOTONEXT の併催事業として開催し続け、本フェアと
同様に 2019 年で第 10 回の節目を迎えました。作品公
募は 4 月 10 日～ 5 月 10 日の期間に行いました。

・同コンテストは、結婚式の感動と想い出を、記録や記
念として残すことのできる写真を通じて、消費者に結婚の
意義を豊かに伝え、ブライダル産業全体の価値を訴求し、
その健全な発展に寄与する目的で企画しました。このコン
テストを通じて、ウェディングフォトグラファーの撮影技術
向上を図り、消費者へ表現力に満ちた満足度の高い商品
を提供できる、業界のレベルアップと市場の活性化を目指
しています。

・2019 年も審査員には、写真業界を代表して立木義浩
氏、ブライダル業界を代表して桂由美氏に依頼して募集を
行い、応募総数は 881 点に上りました。今回も数多くの
力作が集まりました。最終審査を終えて、金賞は単写真
の部である「ベストショット部門」からは 30 点、組写真
の部である「アルバム・ストーリー部門」からは 3 点が
選出されました。
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・また 2019 年も前年に引き続き、特別賞として「ふる
さとウェディング」を設置。審査員を務める桂由美氏は、
地域の人々のつながりや、ふるさとで結婚式を挙げること
の促進を提唱する全日本ブライダル協会会長であり、こう
した文化を広めていこうということで、この特別賞が設け
られました。単写真のなかから 10 点が、ふるさとウェディ
ング特別賞に選ばれました。

・6 月 19 日にメインステージで行われた表彰式には審査
員の桂由美氏が出席し、受賞者に賞状を贈呈しました。
表彰式終了後には、ギャラリーに掲示された自身の作品の
前で記念写真を撮る受賞者が本年も多く見られました。

■有料セミナー

・2019 年は昨年の 6 本から倍となる 12 本を企画。フォ
トスタジオ経営から撮影テクニックまで、バラエティに富
んだプログラムを設けました。

・展示ホール内に加え、今回は会議センターも使用しまし
た。撮影ライティングに関するプログラムは、会場内の照
明調整が必要になってくることもあり、自由にコントロール
できるように別会場で行ったことで、例年以上に多くの受
講者からの関心を集め、好評を博しました。

4.　2020 年に向けて

■業界関連セミナー

・以上の各セミナーのほかに、業界関連団体主催のセミ
ナーも併催。一般社団法人日本写真学会と写真感光材料
工業会主催セミナーは 6 月18 日に開催され計 7 セッショ
ン、同日に開催された日本フォトイメージング協会主催セ
ミナーは計 3 セッションを行いました。

・前者のセミナーは、例年通りパシフィコ横浜 2F 会議室
で行いましたが、後者のセミナーは展示ホール内の有料
セミナー会場で実施しました。

・次回の開催は、パシフィコ横浜 AB ホールで、2020 年
6 月 9 日（火）～ 10 日（水）の 2 日間、搬入日は同 8
日（月）に決定いたしました。

・主催 4 者は、定期的に月 1 回のペースで実行委員会を
開いて開催の準備活動を行ってきました。引き続いて実行
委員会での各種企画立案、準備作業を中心にして、さら
に充実したフェア開催を目指します。
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