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またはオンラインで開催されてい
る傾向にあります。一方で、ビジ
ネスユーザーを対象とした BtoB
イベントは、コロナ対策を徹底す
ることを前提に実施されています。
　PHOTONEXT も本年は開催
できることを信じて準備を進めて
おりますが、今後の情勢によって
臨機応変に運営していく所存で
す。ご出展、ご来場いただく皆様
の安全を第一に考えて取り組ん
でまいりますので、引き続き公式
ホームページ等での最新情報を
ご確認ください。

PHOTONEXT 来場者を
中心に毎回 200 名以上が
オンライン視聴

　毎月 1 回というペースで開催
してきた「PHOTONEXT オン
ライン」。これまでに 4 回、旧
PHOTONEXT オンラインの「写

　これまで本誌で何度
となく触れております通
り、「PHOTONEXT」

はリアル展示会として実施するこ
とを目標としております。現在で
は「PHOTONEXT オンライン」
として配信も行なっておりますが、
最終的には本年 6 月 15 日（火）
～ 16 日（水）にパシフィコ横浜
で開催するために展開しているの
です。ここで発表された内容を、
実際にリアルで見て、体感してい
ただくために行なっています。
　感染予防対策を十分に練った
うえで会場にてお待ちしておりま
す。2020 年に開催できなかった

分、盛りだくさんの企画
プログラムを用意いたし
ますので、楽しみにして
ください。

　出展申し込み締切は 2 回に分
けて設けております。第 1 次締切
は 1 月 29 日（金）です。ここま
でにお申し込みいただくと、3 月
19 日（金）に実施する出展社説
明会の小間割抽選会にて、優先
的にブースの場所を選ぶことがで
きます。希望の場所をゲットする
可能性が高まりますので、出展
をご検討いただいている各社様に
は、第 1 次でのお申し込みをお
奨めいたします。
　コロナは、いつ収束するので
しょうか。いまだ見通しが立ちま
せんが、大規模なイベントに関し
ては、とくに一般コンシューマー
を中心に大勢の来場が見込まれ
る展示会など BtoC 関連は中止

事前情報はオンラインで確実にゲットしよう

PHOTONEXT2021まであと半年

 第 1 次出展申込締切迫る！
ブース抽選優先権が得られるのは 1 月 29 日まで

⑥
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随時アップいたします）。チャンネ
ル登録していただけると、新しい
コンテンツが追加される際に通知
されますので、ぜひお願いいたし
ます。
　 視 聴 者はフォトスタジオや
フォトグラファーのほか、多業
種のメーカー・商社も含まれま
す。メインターゲット層は、毎年
PHOTONEXT にご来場いただ
いている方々が中心です。視聴
者数は 200 名以上。協賛にてご
参加いただいているパネリストの
皆様には、当日の参加者リストや
チャットで寄せられた内容をテキ
ストファイルにてお送りしておりま
す。まだご参加いただいていない
各社様はもちろん、過去に登壇さ
れた各社様も歓迎いたします。自
社商品やサービスをアピールする
場として有効にご活用ください。

オンラインで開催する
ことのメリットとは

　視聴者にとってのメリットは、
言うまでもなく画面を通じて最新
情報が得られることです。
　オンラインはリアルと違って、
直接商品を手に取って触ることは
できませんが、リアル展示会で実
物をご覧いただく前に、予備知識
を得ることができます。それはパ
ンフレットとは違って、各社の担
当者による説明とともに、商品に
よっては動いている様子を見るこ
ともできるので、情報量が格段に
多いのです。

真業界オンライン展示会」を含め
ると 6 回実施してきました。ご参
加いただいた皆様には、厚く御礼
申し上げます。
　さて、年も明けましたのであら
ためて「PHOTONEXT オンライ
ン」の特徴について触れたいと思
います。きっかけは 2020 年、コ
ロナ禍で PHOTONEXT が開催
できなかったことに端を発します。
PHOTONEXT2020 にて実施す
る予定だった企画プログラムのほ
か、ブース出展を予定されていた
各社様によるプレゼンテーション
も繰り広げ、入力から出力まで、
撮影からプリントまで、フォトビ
ジネスに関する最新情報をオンラ
インで発信してきました。
　Zoom によるライブ配信を行
い、 現 在では「PHOTONEXT
オンライン YouTube チャンネル」
で直近のプログラムを視聴できま
す（今後は、過去のプログラムも

従来とは違った展示会運営が求められる（写真は PHOTONEXT2019 展示ホール）



フォトネクスト2021通信誌Vol.62

　パネリストとしてのメリットもい
ろいろとありますが、過去に登壇
された各社様で、プレゼンテー
ション内容の詳細についての問い
合わせ先を明示していたところほ
ど、終了後の反響も大きい傾向
にあります。新規顧客の獲得につ
ながっているケースも多々ありま
すので、今後参加を予定の各社
様は、このあたりも意識してくだ
さい。
　コロナ禍がきっかけで、オンラ
インによる情報配信を行うケース
が続出しています。ここで得た情
報を、できる限り現場で活かすべ
きです。緊急事態宣言発令中の
2020 年 4 ～ 5 月は、営業を自
粛せざるを得ないフォトスタジオ
も多く、売上が激減するも、解
除後の 6 月以降はその反動で売
上を伸ばしているところが散見さ
れます。
　そのポイントの 1 つに「消費者
の心に響く告知活動」が挙げら
れます。これが分岐点となり、売
上を伸ばしているフォトスタジオ
とそうでないところとの二極化が
顕著に進むほど、大きなターニン
グポイントにもなっています。
　消費者の情報源が、コロナ前
と後で少しずつ変わってきまし
た。いままで以上に SNS をはじ
め、オンラインを核とした情報拡
散が重要となってきています。そ
うした動きに対応しているところ
に、消費者が流れているのです。
コロナ禍をきっかけに、自店の集
客方法が時代にマッチしているの
かを見つめ直す機会にもなってい
ます。
　PHOTONEXT では、こうした
なかでのソリューション提案に注

力していきたいと考えます。いま、
消費者が求めていることは何か。
それに対応するために、フォトス
タジオ、カメラ・プリント専門店、
そしてフォトビジネスに携わる企
業に加え、今後参入を予定してい
る各社も含めて、有益な情報が
盛り込まれた国内唯一のフォトグ
ラファーズ＆フォトビジネスフェア
として開催する意義を見出してい
きます。
　開催を通じて市場活性化につ
ながるように。そうした想いを込
めて 6 月 15 日（火）～ 16 日（水）
の2日間、パシフィコ横浜ABホー
ルで開催いたします。皆様のご出
展、ご来場を心よりお待ちしてい
ます。最新情報は公式ホームペー
ジや公式 LINE アカウントをはじ
め SNS 等でご確認ください。
　2021 年、 原 点に立ち返り、
そして盛り上げていきましょう！

ぜひご登録ください！！

フォトネクスト公式 LINE アカウント

最新情報を随時お送りいたします !

PHOTONEXT オンライン
YouTube チャンネル

セミナーイベント配信プログラム一挙公開 !

　東京をはじめ新型コロナウイルス感染拡大が続くなか、主催者としては「2021 開催概要」および「出
展に関わる重要事項説明書」にてご案内の感染予防対策を徹底するとともに、現状では情勢を見な
がら開催に向けて準備を進めております（両資料はPHOTONEXT 公式ホームページよりダウンロー
ド可能です）。
　さらなる感染拡大が見込まれ、やむなく開催中止とさせていただく際には、実行委員会にて協議の
うえ、会期 1ヵ月半～ 2ヵ月前にはアナウンスさせていただくとともに、中止に伴う出展料のご返却
についてもご案内させていただきます。
　主催者といたしましては、2020 年に開催中止となったことを受け、PHOTONEXT2021を通じ
てフォトビジネスの活性化につなげたいという想いがあります。一方で、ご出展、ご来場いただく皆
様の安全を第一優先に考え、オンラインでのセミナーイベントを盛り込むなど、密にならない運営を
心がけております。
　2020 年に出展予定されていた各社様をはじめ、新規も含めて随時お申し込みをいただいておりま
す。まだ出展申込書をお送りいただいていない各社様におかれましては、引き続きご検討いただくと
ともに、ご不明点などございましたら、主催事務局（info@photonext.jp）までお問い合わせください。

2021 年 1月　株式会社プロメディア

出展検討各社様へ
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新規出展社INFO　◆安達写真印刷◆

第 5 回：1 月 27 日（水）13:00 ～

成人式対策を実践＆普及に努める企業成功事例。フォトグ
ラファー＆主催者による世界品質に向けた「フォトグラファー
スキル向上計画」をテーマとしたトークセッションも実施。

1 ～ 2 月は 3 週連続配信！！

にレイアウトされる機能は、各段
に作業効率が上がることのみなら
ず、PC 操作が苦手な人にとって
も安心な仕組みとなっています。
もちろん、自動レイアウト後に細
かな手直しも直感的な操作で行
えます。編集操作は PC のみとな
りますが、画像のアップロード自
体はスマホからでも可能です。

卒アルにかざすと写真が
動き出す AR アプリも紹介

　さらに同社では、AR 機能を活
用したアルバムも提案。アルバム
に掲載されている写真にスマホを
かざすと、画面上で動画として再
生される仕組みになっています。
　たとえば運動会の写真をかざす
と、競技の模様が繰り広げられた
り、合唱コンクールでは歌ってい
る様子を視聴することもできます。
この専用アプリ「ソツアル」（開発：
株式会社 Ms）は無料でダウン
ロード可能です。
　このほかにも、Web 上で卒業

　卒業・卒園アルバムをはじめ印
刷業を幅広く展開する安達写真
印刷株式会社は、多くの写真館
との取引があり、高付加価値商

品を提供し続けています。
　 そん な 同 社 が、 本 年

「PHOTONEXT」への初
出展を決めたのは、コロナ禍でス
クール行事が相次ぎ中止・延期
となり、行事の撮影が行なえず、
以前のようなアルバム作りにも支
障が出るなど、苦境に立たされて
いる写真館も多いなかで、「最高
品質の商品を提供するためのソ
リューションを提案するため」と
いうことです。
　同社は市場でデジタル化が進
むなかで、Web 上でアルバムを
簡単かつ効率的に編集できるアプ
リ「アシスト」を約 2 年前より提
供。写真館側が撮影した写真に
加え、先生や生徒個人の画像を
アップロードして編集することも
可能とするなど、パーソナルな 1
冊に仕上げることもできます。
　アップロードした写真が自動的

ルです。後者は、タブレットで確
認できるようになっているため、
先生と打ち合わせをしながらその
場で表紙デザインを決定すること
も可能。学校名や校章も自身で
入れられ、表紙校正として使用す
ることもできます。
　これらに関する問い合わせは、
安達写真印刷株式会社まで。
電 話 076-274-8288、 メール
info@adachi-printing.co.jp

アルバム制作の進捗状況がリアル
タイムで確認できる「アルバムサ
ポート」や、Web 上で箔押し表
紙の生地やデザイン、箔色を選ん
で見本を確認できる「箔押し表
紙コーディネート」も紹介します。
　前者は、全学校、全ページの
制作状況や校正出し予定日を把
握することが可能。学校とのスケ
ジュール管理や、先生からの問い
合わせにも対応できる便利なツー

「アシスト」編集画面

第 7 回：2 月 10 日（水）13:00 ～予定

新作衣装発表のほかフォトグラファーセミナーを予定。

第 6 回：2 月 4 日（木）10:00 ～

KodomotoCameraFes！×PHOTONEXTコラボ企画。こ
どもとかめら卒業生によるトークから、こどもとかめら×プロ
メディア×A_Creationの3者セッションまで盛りだくさん。

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

トークセッションにて登壇するフォトアート・コジマ代表取締役　故島永幸氏



注目ポイントを一挙公開！！

①セミナー・イベントプログラムの骨子
②オンライン配信の最新情報＆スケジュール
③出展関連情報
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2021 本格始動！ 
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 年は、どういう 1 年になるので
しょう。コロナ禍での厳しい状況は依然
として続きそうですが、少しでも明るく、
前向きになれるように、さまざまな情報

を発信したいと考えています。読者の皆
様、お体にはくれぐれもご自愛ください。
● 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

「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、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、

「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1月号（写真）では第
3回目「PHOTONEXTオンライン」の特集レポー
トを掲載しました。2月号以降も最新情報をたっ
ぷりと掲載いたします。

パシフィコ横浜ABホール

2021 年 6月15日（火）～ 16日（水）
オンラインによる情報発信は継続して実施 ！
皆様の斬新なアイディアお待ちしています !！

【要ご確認】2021主要スケジュール
◎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）


