銅賞

「牛舎でハッピー！」
データ： デジタル一眼

24-105㎜

矢吹尚也
F4.0

1/60

㈲矢吹写真館（北海道）
ストロボ

■選 評
ブライダルのロケーションフォトはここ数年、増えてきていますが、牛舎で撮ったブライダル写真は見たことがありません。
「２人でこ
こで歩んでいこう」というストーリー性が感じられ、２人に当たる光と牛舎全体の色合いを変えていることで、ファンタジーとドキュメ
ンタリーが入り交じった新感覚のブライダル写真となっています。中央はバージンロード、牛たちは参列者、奥にある光は将来性、ワン
ショットでさまざまな物語を表現しているかのように感じます。奥行き感を出すために高い脚立等を使用し、画面全体の歪みが感じられ
ないことからレンズの特性もしっかり把握されての撮影だと思います。巧みなテクニックが随所に盛り込まれた優れた作品です。

■喜 び の 声
このたびは銅賞をいただきありがとうございました。

ルにするのか…など撮影そのものを楽しんでいただくのは

受賞した写真は酪農を営むご夫婦からの「自分たちの職場である牧場で牛たちも一緒にウエディン

もちろん、その前後のいろいろな場面をいわゆる「エンタ

グの写真を…」というご依頼で撮影させていただいた中の１枚です。

メ」として楽しんでいただき、撮影はドキュメンタリーを

事前にロケハンでお伺いした際に牛舎の中でも２人のカットを…ということでしたので、当日は脚

撮るつもりで…と思っています。

立を持ち込み高い位置からお２人の表情と牛舎の全景が見渡せる画面構成にしました。
この１枚もお２人とのセッション（共同作業）で出来上がっ
牛舎の通路をヴァージンロードに見立て、高いアングルから広い牛舎を背景にして立っている２人

た写真です。

をみると、ご夫妻の仕事に対する誇りや牛たちへの愛情、そして自分たちの住んでいる場所への愛

地域としては豪華なホテルやお洒落なつくりのチャペルな

着などがレンズ越しに伝わってくるようでした。

どはありませんが、それぞれの思い入れのある場所やスタ
ジオの中のシンプルな白い壁の前でもそれぞれの思いを

「手をつないで！振り返って！」などこちらから出した指示にまるでジャズのセッションでのアドリ

しっかりとかたちに残せるように撮影していきたいです。

ブのように表情やポーズをとってくれるお２人と一緒に牛たちの向きや牛舎内の光、色味を考えな
がらの撮影でしたが、２人がこれから歩いていく道を牛たちが祝福してくれているかのような雰囲

このたびの受賞に際し、日頃お世話になっている諸先輩、

気の１枚になりました。

北海道営業写真家協会、写真の良さを伝える会、日本肖像
写真家協会の皆様、㈱ロイヤルカラー様に厚く御礼申し上

いつも感じていることですが、予約から撮影に入るまでの打ち合わせやどんなヘアーメイクでどん
なシチュエーションで写すのか、撮影後のセレクトや写真やアルバムへの仕上げはどういうスタイ

げます。
そして、日々支えてくれている家族とお客様に感謝を！
（制作ラボ：㈱ロイヤルカラー）
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銅賞

「モデル気分で」
データ： 中判カメラ

110㎜

佐直和春
F2.2

㈲佐直写真館（山形）

1/100

ストロボ

■選 評
通常、こうした子供の写真では、左右で動きを作るところですが、この写真では上下で動きを表現し、少し俯瞰で撮影しながら帽子をカッ
トするという大胆なフレーミングで自然に顔に視線が行くようにしている斬新な写真です。このお子さんの優しい微笑みに相応しい柔ら
かいライティング、顔を少し傾けることで可愛さを強調、絞りを開けて顔にフォーカスし、下に向かってボカしていること、肌の質感を
表現するために黒バックにしていること、どれをとってもプロならではの技術が発揮されています。小物一切なしで、ライティング、フ
レーミング、ポージングでストレートに女の子らしさが表現されています。

■喜 び の 声
このたびは栄えある銅賞！

最後に、私にとって師匠・諸先輩・全国の写真仲間の影響は

常に目標にしている富士フイルム営業写真コンテストでの上位入賞！そして帝国ホテルに行けるこ

とても大きなもので感謝の気持ちでいっぱいです。

とは心から嬉しく思っております！

師匠である瀬尾太一先生からは常に、ちゃんと写真撮ってる

また、お客様をはじめほんとにたくさんの方から祝福の声をいただき感謝の気持ちでいっぱいです。

か！こんなんじゃダメだ！もっと考えろ！と言われてきまし
た。そして今の自分をここまで導いてくれたのも師匠です。

お客様を撮影する上で常に意識をしているシンプルな構図・人をキレイに演出する光、素直な色を

そして、いつも最高のプリントをしてくれるアオバさん。

出せたと思っています。

そのほかたくさん、言い尽くせない方々にお世話になってい

被写体が子供ということもあり、子供っぽさを残しながらその子の性格に合わせた撮影ができたと

ます。

思います。

全ての皆様に心より感謝いたします。

カメラやライティング機材などが十分に揃っている今、新しい表現や流行の中にも、お客様の持っ

なんどでも経験したいこの嬉しい気分。

ている雰囲気を大切にし、撮る側の個性も入れた写真。お客様が世代を超えて大切にしてもらえる
写真を撮っていけるように今後も勉強していきたいと思っています。
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ありがとうございました。
（制作ラボ：㈱アオバカラー）

銅賞

「リフト」

川又康徳 ㈱小貫写真館 Paseo Nuevo 水戸店（茨城）

データ： デジタル一眼

24-70㎜

F4.0

1/400

ストロボ、自然光

■選 評
今の若い方々に共感を得るお洒落なブライダル写真です。この写真の最大の特徴は、その空間処理能力にあり、作者の優れた感性が感じ
られます。シンプルな空間の中で、
窓から受ける光を反映させ、
花嫁が脚立に乗って前屈みになった雰囲気が「今どき感」を感じさせます。
右側の窓からの光があることで印象深い１枚となり、それにストロボ光を調和させながら、故意に色温度を高くしてブルー調にすること
で自然光を意識させています。空間処理に秀でた写真であり、また、自然光を操ることができる技術レベルの高い作品といえるでしょう。

■喜 び の 声
このたびは、コロナ禍の中コンテストを開催してくれありがとうございます。

していました。ストロボ光を補助

その中で銅賞をいただけたこと大変光栄に思います。念願のウェディング写真

で入れましたが差し込む光とのバ

での上位入賞に感無量です。厳しく苦しい時代になっています。それでもお店

ランスはどのくらいが最適か…正

に足を運んでくださるお客様がいることに感謝しています。そして代表をはじ

解はない、ふっ切れろと勢いでの

め写真を撮れる環境を作ってくれるスタッフの皆様、日々支えてくれる家族に

撮影でした。それでも笑顔でいて

感謝の想いです。振り返れば 6 年前に結婚式スナップを経験しはじめました。

くれるおふたり、良い雰囲気を作っ

その際に代表よりウェディング写真で上位入賞を目指そう（笑）と声をかけて

てくれておふたりには本当に感謝

もらいましたがウェディング写真での入賞は難しくたどり着くまでの道のりは

しています。まだまだ未熟ではありますが、今後もお客様にご満足いただける

大変長く感じました。今年約束を果たせたことに安堵しています。白のホリゾ

撮影を目指して精進してまいります。このたびは、本当にありがとうございま

ントでの撮影ですが、冬場の夕方にしか伸びてこない光でした。以前からこの
西日を使って写真を撮りたいと思っていましたが、いざ撮影となると西日をど
う構成していいか迷い、引き出しは空っぽ、その場の雰囲気でシャッターを押

した。
（制作ラボ：㈱プロカラーラボ）
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銅賞
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自然光

アルバム

■選 評
結婚に至るまでのストーリーがこの１冊のアルバムにまとめられていますが、特筆すべきは写真だけでなく、文字と共に構成されている
ことです。２人が出会った経緯、何故この街で写真を撮ったかの物語が、詩小説的な表現の文字で表現され、写真そのものに意味合い、
深さをプラスしています。もちろん、１枚１枚の写真も圧倒的な技術力で表現されています。恐らく、最初にお客様がストーリーを構築
して、それに合わせてカメラマンが写真をイメージして撮って構成したのだと思いますが、お客様の意図を明確に、しかもお洒落に表現
したカメラマンの高い技術力がうかがえます。

■喜 び の 声
このたびは銅賞に選出いただき本当に嬉しく思います。

それは映画のような構成にすること、「文字」を使ったデ

2019 年に「アルバム」で審査員特別賞をいただき、今回も同じ「アルバム」で銅賞を受賞できたことは、

ザインにすること、

驚きと同時に、これまでのトライが確実に実ってきているという確信を持つことに繋がったように

という２つです。

思っています。

私たちの仕事の舞台は「ウェディング」です。

このアルバムは外国人カップルの記念撮影で作成したアルバムになります。

ですが、写真やアルバムの表現は、何も「ウェディング」

それぞれの国から日本にやってきて、そして出会いを経て二人で生活を始めたのが京都とのことで

の枠に囚われなくて良いとずっと思ってきました。

した。

つまり、自由に思いっきりやりたいことを二人のために

実はこの撮影には２日使いました。

詰め込んだアルバムということです。

１日目は彼女とのロケハンを兼ねた散歩のような１日。

幸いにも私のその感性は、写真のお二人にも、そして審

この日に彼女とたくさん話をしました。

査員の皆様にも受け入れていただけたと思うと、今後もっ

そして２日目は二人の撮影です。

とトライしてみようという気持ちにさせてくれました。

前日に回った場所、花の咲く場所、それは有名スポットではなくお二人のいつものお散歩コースで
した。
撮影後このアルバムを作るとき、考えていたことがあります。
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お二人と、皆様に心から感謝申し上げます。
（制作ラボ：㈱ラボネットワーク）

銅賞

「ファミリー」
データ： ミラーレス

横山 正
16-55㎜

F8.0

YOKOYAMA-STUDIO（福井）
1/125

ストロボ

■選 評
故意に揃えたのかは分かりませんが、アースカラーという最近流行の色味の服装で来られたお客様に対して、この背景の色を選択してカ
ラーコーディネートしたことに作者のセンスの高さを感じます。足を交差させて演出していますが、それも違和感なく、家族としてのま
とまりを表現するとともに、肩を組んでいることで家族愛を感じさせます。ライティング的には、バックに近い立ち位置にしたことで、
影も含めて立体感のある構成とし、さらに画面右上からの光も効果的でお洒落なカジュアル家族写真を演出しています。スタジオ写真で
ありながらも「秋」の季節感も感じる優れた作品に仕上げられています。

■喜 び の 声
今回は銅賞をいただきありがとうございます。

底的に作り込み、カジュアルでは撮影のノリを大事にし

目標の上位入賞を達成できとても嬉しく思います。今回のこのご家族はご両親のブライダル

て撮影しています。特に毎年お越しになるお客様などは

前撮りの撮影からのお付き合いです。以来、20 年毎年撮影にお越しになられています。家族

毎年違う背景や雰囲気を作って撮影しますが、ついネタ

写真では撮影前にフォーマルかカジュアルな撮影かをこちらからの提案も含め打ち合わせの

切れになることもありここが一番苦労するところです。

後スタジオでの撮影に入ります。今回の森田様も最近はお子様の行事も終わり毎回カジュア
ルな装いでお越しになりますが、いつもカラーハーモニーを合わせていただけるのでとても

北陸という気候の悪い地域ですので今後もスタジオ撮影

撮影しやすく楽しいファミリーです。

にこだわり、お客様に喜んでいただける撮影、店づくり

今年は茶系のコーディネートでお越しになったので急遽ベージュの背景に替えて統一感を出

をしていきたいと思います。

しました。ライティングは右サイドからのデフューザー越しの１灯ライトでシンプルにセッ
トし、いろいろポーズを変えて撮影しましたが、すっかり撮影慣れされているファミリーで
とても楽しく撮影させていただきました。
人口の少ない地方都市ですから型物からカジュアルまで幅広い表現を心がけて、型物では徹

最後にいつもお世話になっている関係者各位に感謝申し
上げます。
（制作ラボ：㈱プロカラーラボ）
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銅賞

「成長」

松山真彦

データ： デジタル一眼

松山写真㈱（静岡）

24-70㎜

F7.1

1/125

ストロボ

■選 評
「可愛い」の一言に尽きる写真です。横のスケールで身長を計っている写真ですが、愛らしい表情と「こんなに大きくなったよー」と言
いそうな可愛い手の仕草で、スタジオで撮影していながらも、家で撮っているかのように自然に表現しているところがこの写真の優れた
点だと思います。ライティングも、硬すぎず柔らかすぎず、非常に透明感のある雰囲気を醸し出し、自然光のような優しい光に包まれた
可愛い子を、ストレートに表現しています。身長を計っているので、裸足であること、右手がピンと伸びていること、それにプラスして
可愛い表情があり、コミュニケーションを含めてカメラマンの高い技術が生かされています。

■喜 び の 声
このたびは銅賞をいただき誠にありがとうございました。

写真表現もそれぞれの写真館で時代に合わせて多様化して
きているように思います。私も先人から受け継いだ技術を

写真のお嬢ちゃんと姉弟の 3 人の成長を毎年楽しみに撮影させていただいています。今では写真館の

大切にしつつ、新しい表現にも挑み、皆さんと共に多彩で

雰囲気にも慣れ親しんでくれて、シンプルに自然で可愛らしい姿を写すことができました。

活力ある業界となるよう努めていきたいと思います。

このような時期だからこそ改めて毎年写真館に足を運んでくださる顧客さまのありがたさ、大切さ
を実感しています。

閉塞感漂う現下の社会状況ではありますが、全国の皆さん
とオンラインなどを活用し共に語らい、学び合うことは、

そして日頃から惜しみないご指導をいただいております業界の先生方や先輩方、共に切磋琢磨し合

大変意義深いことです。

う仲間たち、プロラボの担当者、スタッフや家族に改めて感謝いたします。いつも本当にありがと

また、昨年はやむなく中止となりました同コンテストが開

うございます。

催されたことは、きっと多くのフォトグラファーの励みと
なったことでしょう。

また、当社スタッフも 3 年連続で入賞することができました。日頃から「富士フイルム営業写真コン
テストで 3 年連続入賞すれば実力がある証」と話していたので、きっと本人の自信となったことと思
います。
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あともう少しの辛抱、皆さんがんばりましょう！
（制作ラボ：㈱プロカラーラボ）

銅賞

「これが今の私。」
データ： デジタル一眼

吉川真吾

24-70㎜

F8.0

㈱やまざき写真館（静岡）
1/160

ストロボ

■選 評
ギターを弾く楽しさがにじみ出ている写真ですが、ただ単に持っているだけではなく、髪の動きでギターを弾く躍動感を品良く表現して
いるところに作者の高い技量を感じます。顔に当たる光、下の落とし具合などライティングも素晴らしいといえます。安定した画面構成
と、コスチュームとギターに合わせた背景色の選択でカラーハーモニーも最適です。バックにある斜めのラインライトも効果的で、ステー
ジのスポットライトをイメージさせ、アクセントとして効いています。種々の点で計算して作り込んでいることが、この写真の成功のポ
イントだといえます。

■喜 び の 声
このたびは栄誉ある富士フイルム営業写真コンテストの銅賞をいただき、誠に
ありがとうございました。
普段から株式会社やまざき写真館を利用いただいているお客様、いつも僕の想
像の斜め上をいく美しいプリントを仕上げていただくプロカラーラボの皆様、
そして、さまざまな有名講師を招いていただきかつ、丁寧にご指導していただ
ける写真館協会や PGC の先輩や仲間には厚く御礼申し上げます。誰一人いな
くてもこのようなすばらしい賞に手が届くはずもなく、多くの人たちの支えの
お陰だと実感しております。
モデル様のご家族とは非常に長いお付き合いをさせていただいており、終始笑
い声が絶えない楽しい雰囲気で撮影させていただきました。しかし、その和や
かな雰囲気とは逆に、ベースを演奏するモデル様からは、他を圧倒するエネル
ギーが体全体から溢れ出ていました。小細工無用…できるだけシンプルなライ
ティングで、直球勝負の表現で挑ませていただきました。モデル様との撮影と

いう真剣勝負のコミュニケーションから、本作
品が生まれたのだと思います。
ただし、技術力も人間力もまだまだ荒削りな自
分です。今後も日々精進して一歩一歩進んでい
こうと思いますので、お客様、取引先の皆様、
そして先輩や仲間、今後ともご指導ご鞭撻のほ
どよろしくお願いいたします。
また、私的な話で恐縮ですが、銅賞受賞の通知
後に父が他界いたしました。通知の際に喜ぶ父
の顔が、今でも自分の心に焼きついております。
父さん、今までありがとう。
（制作ラボ：㈱プロカラーラボ）

／ 13

銅賞

「あ。。。寝ちゃった」
データ： デジタル一眼

24-105㎜

大西佐智子
F5.6

1/60

studio View（兵庫）

定常光

■選 評
とてもシンプルな写真ですが、赤ちゃんを抱っこするおじいちゃんの嬉しさ、誇らしげな感情が伝わってくるほのぼのとした写真です。
嬉しいながらも手には緊張感もあり、また足をすぼめて赤ちゃんが落ちないように気を配っていることも愛情が伝わってきます。白バッ
クですがコスチュームに合わせた背景色とすることで全体のカラーハーモニーを整え、そして目線の先の空間（画面左側）を開けている
ことも嬉しさを助長しています。このおじいちゃんの気持ちをしっかりと受け止め、
そして理解したカメラマンが撮影した写真だといえ、
心の描写という点でも優れていると思います。

■喜 び の 声
まずコロナ禍でもすぐにコンテストを再開された富士フイルム様の「変化を怖
がらずに逆に楽しむ」勇気に敬意と感謝を伝えたいです。私事ではありますが
還暦を迎えたこの年にこのような素晴らしい賞をいただけたこと重ねて感謝い
たします。実はこの写真は、ご家族集合撮影の際に先に座っていただいたツー
ショットです。
撮影は完成された瞬間だけではなくこうしてオフショットからもうすでにス
トーリーが始まっているのだと、お客様と受賞から学ぶことができました。こ
れが作品と商品の違いなのかも知れません。当り前ですが、現在生きている命
を撮影するのがスタジオでそこには声が聞こえる・感情がある。このご時世な
ので“生きる”を改めて考えさせられます。生きている幸せを満面の笑みで感
じさせていただける大好きなお客様で受賞できたことも大変嬉しいです。私た
ちをスタジオ撮影という世界に導いてくださった辻先生夫妻そして先生を軸と
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して出会えた頼もしいメンバーたち・いつも美し
い色で表現していただけるプロカラーラボさんそ
して二人三脚で歩む大事なパートナー。二人で運
営しているこんな小さなスタジオに光を与えてく
ださったこと・時代とキャッチボールをしながら
楽しく明るくちゃんと向き合い学び直すという機
会を与えてくださったことに感謝いたします。い
ただく選評のお言葉がとても楽しみです。そのお
言葉を明日に繋げていきたいと思っています。自
分以外の全ての方に、心から“ありがとうござい
ます”。
（制作ラボ：㈱プロカラーラボ）

銅賞

「想い」

横田 淳

データ： デジタル一眼

50㎜

㈲よこた写真館（香川）
F2.0

1/125

ストロボ

■選 評
新しい感覚のブライダル写真です。
「こうしたところで撮ってほしい」というお客様の要望を形にできている写真だと思いますし、これ
からのブライダル写真としてお客様に喜ばれる空間作り・画作りができていると感じました。敢えてコントラストを低くして、後ろから
のドラマティックな逆光とし、そこに故意にフレアを入れて、アンニュイな世界観を表現しています。バックにあるドライフラワーをは
じめとする小物もアウトフォーカスされていて、被写体に目が向けられるようになっています。お客様の「自己表現」をしっかり受け止
めて形にした写真といえます。

■喜 び の 声
このたびは栄誉ある富士フイルム営業写真コンテストの銅賞をいただき本当に
ありがとうございました。一次入賞の後、銅賞の通知をいただいた時はとても
嬉しく今も信じられない気持ちでいっぱいであります。
受賞作品のお客様は七五三や高校の卒業写真、成人振袖の写真、ペットフォト
等、当館の常連様で今回はソロフォトウェディングでおいでいただきました。
写真のイメージとして、衣装に合わせてノスタルジックな感じをテーマにしま
した。フィルムで撮影したような、どこか懐かしい雰囲気、柔らかいライティ
ングで奥行きや立体感を出したいと思いました。
色調は少しセピア調にしてみました。いつも希望通りプリントしてくださるプ
ロカラーラボ様ありがとうございます。
33 年前、写真を何もわかっていない私に一から写真道を教えてくださった大宮
のフォトスタジオラヴューの故久保哲郎先生やスタッフの皆様、写真業界の先

輩方、友人たちに大変感謝しています。そし
てスタジオでいつも助手をしてくれて背景作
りも一生懸命してくれる妻にも感謝です。29
年前に父や母が富士フイルム営業写真コンテ
ストで銀賞や銅賞をいただき、私もいつか上
位入賞することを目標としてがんばってきま
した。やっと念願が叶いました。そして長年
このコンテストを続けてくださっている富士
フイルム様、本当にありがとうございます。
これからも「誠意・熱意・創意」でがんばり
たいと思います。
（制作ラボ：㈱プロカラーラボ）
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銅賞

「お花探してるの」
データ： ミラーレス

70-200㎜

重岡隼人
F2.8

㈲もとまつ写真場（福岡）

1/500

自然光

■選 評
ロケーションフォトの最近の傾向として、人物を小さくして環境を多く取り入れる写真が多い中で、この写真は真ん中に配置してストレー
トにこの子の可愛らしさを表現しています。微妙に体を傾けてタイトル通り「探している」雰囲気があり、さりげなく手に持った草もの
どかなイメージを演出しています。可愛いドレスとその色、そして帽子との組み合わせで、トータルのカラーバランスも最適で、画の作
り方に巧みさを感じます。可愛い表情を強調するための柔らかく綺麗な光も、視線を顔に誘導させる効果があります。素直に可愛らしさ
が表現されたロケーションフォトです。

■喜 び の 声
実家に戻ってきて写真を始め、富士フイルム営業写真コンテストに出し続けて 10
年。上位入賞への分厚い壁を感じていましたが今回やっとで突破することができ
てめちゃくちゃ嬉しいです！大変栄誉ある賞をいただきありがとうございます。
この時の撮影はかなり鮮明に覚えています。この子の動き・表情・仕草全部可
愛くていつまでもシャッター切れるやつじゃんと思ったのもあるのですが、マ
マが臨月でマタニティ撮影も兼ねた撮影でもありました。後日お話を伺ったと
ころ、この撮影当日にご出産されたということを聞き、何か運命めいたものを
感じた出来事でした。
写真に限らずですが表現すること、作り出すこといわゆるクリエイティブとい
われるものは作者のスキルが高いのはもちろんですが、ベースの部分の性格や
経験、その時の精神的な部分、感情、環境などその人を構成するものがかなり
影響すると思っています。それを考えた時に楽しい写真、幸せな写真を撮り続
けられているのは家族や友人、スタッフ、写真を通じて知り合った先輩後輩仲
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間たちがいてくれるおかげで、そしてなにより
うちを選んで来ていただいているお客様のおか
げだとしみじみ感じています。
今回コロナ禍ということで夢の帝国ホテルでの
表彰式に参加は叶わず悔しい思いをしましたが
まだ金賞・銀賞と目指すべきところがありま
す。次はさらに壁を超えて今度こそ帝国ホテル
に行きたいと思います。なによりもっと写真と
いうものを考え写真を通じて世界平和に貢献し
たいと思っています。もっと楽しく笑っていき
ます！ありがとうございました！
（制作ラボ：㈱プロカラーラボ）

