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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。

フォトビジネス最新情報を
大々的に発信

　11 月 26 日に Zoom ライブ配
信を行う第 3 回「PHOTONEXT
オンライン」にて、開催概要説明
会を行います。また出展検討各
社向けプログラムとして「効果的
ブース出展と集客策（仮題）」も
用意しています。詳細は右記をご
確認のうえ、ぜひご参加ください

（視聴無料）。
　PHOTONEXT 来場対象者へ
最新情報をお届けすることを目的
とした「PHOTONEXT オンライ
ン」は過去に 2 回開催し、いず
れも 250 名以上の参加者にご視
聴いただきました。
　第 3 回目も、盛りだくさんのプ
ログラムを用意。2021 開催概
要とともに、フォトビジネスに関
する最先端の情報をゲットしてく
ださい。
　参加登録は、右記の URL へ。
ご登録いただいたメールアドレス
に、視聴用 URL をお送りいたし
ます。なお当日の内容は収録し、
後日 YouTube にてご視聴いただ
ける URL をお届けいたしますの
で、ぜひ繰り返しご覧ください。
　 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」 いよい
よ本格始動に入ります！

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
のコロナ観戦拡大防止策が求め
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。一方で、
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
の融合が進むとも思われます。
　「PHOTONEXT」も 2020 年
の開催中止を受け、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」と位 置
付けています。
　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。

第 3 回 PHOTONEXT オンライン開催

新時代フォトビジネスへ !!

 2021 開催概要発表
リアル展示会へ向けたプログラムも充実

④
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開始時間 プログラムおよび登壇者

13:00
PHOTONEXT2021開催概要説明

株式会社プロメディア

13:45 
フォトスタジオ集客支援の新サービス紹介

株式会社 Holyday

14:30
キャンバスフレームが簡単にできる

「クリックフレーム」
有功社シトー貿易株式会社

15:00
女性フォトスタジオ経営者による

自分の可能性を試したくなるセミナー
株式会社 micia luxury

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

11 月 26 日（木）
Zoom ライブ配信
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◎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）。

■アルコール消毒の実施の呼び
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。

　PHOTONEXT2021 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を
行い、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

3 密を避けた運用、展示ホール内の換気

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》
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アルコール消毒、マスク着用の義務付け

◎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。

■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の設置
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。

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



注目ポイントを一挙公開！！

①新たなセミナー・イベントの概要
②オンラインプログラムのコンセプト
③出展関連情報
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フォトネクスト2021の歩き方
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。
● 毎年、都内で実施しておりました開催
概要説明会は、本年はオンラインにて行
います。詳しくは、本号 1 ページ目に記
載の第 3 回「PHOTONEXT オンライン」

をご確認ください。皆様のご参加をお待
ちしております。
● 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

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、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（担当：深谷）まで。

《PHOTONEXT 情報も満載》

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」11月号では、第
2回PHOTONEXTオンラインをレポート。
引き続き、PHOTONEXT関連情報をお
届けいたします。

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 !！

2020

11
撮影ビジネスの現場から
いまを伝える情報誌

［特集］

round1.技術× round2.集客× round.3納品

出張フォトグラファー
東西オンラインバトル
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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）


