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銅賞

「Yさん家の2022」　　福田鎌一郎　㈲福田写真館（北海道）
デジタル一眼　24-70㎜　F4.0　1/60　ストロボデータ：

■選評

■喜びの声

この家族写真を見て感じたのは、普通、子どもが主役でパパ・ママは後ろで見ているというシチュエーションが一般的ですが、この写真
の場合は逆で、新鮮さを感じる微笑ましい写真になっています。カメラマンがパパとママに「もうちょっと寄り添って」と言って仲良さ
そうに楽しくしていて、それを子どもたちが笑顔で取り囲んでいる雰囲気がとても印象的で好感が持てる１枚です。さりげなく配置した
２段の椅子を使って落ち着いた三角形の構図としたり、難しい背景色の中でパパの洋服が同系色でバランスが取れていることなど、随所
にプロのテクニックを感じます。誰１人として冷めている子がいない、みんな笑顔の素敵な写真です。

ほら、パパとママ見てみ！

カッコいいパパと可愛いママ、仲のよい二人を見てうれしくて大はしゃぎの子どもたち。

想像を超えるリアクションで、幸せであたたかく、楽しい 1 枚が出来上がりました。

ステキなご家族に感謝です。

大好きな 1 枚が自分の一番の目標である富士フイルム営業写真コンテストに入賞、しかも銅

賞！

そして夢の帝国ホテル！自分も最高に幸せです。

いつもご指導いただいております、サークル「風」の柴田昌勝代表、北海道営業写真家協会

の伊豆倉淳代表、写真館の素晴らしさを教えてくださった内田雅之先生をはじめ諸先輩の皆

様、そして、いつも支えていただいているお客様、スタッフに心から感謝申し上げます。

あたりまえの幸せ、あたりまえの平和が脅かされる時

代、小さな幸せを感じる写真で小さな平和、少しずつ、

いつかたくさん、残せるといいなと思っています。

最後にこのような素晴らしいコンテストを続けていた

だいている富士フイルムの皆様、本当にありがとうご

ざいます。また、帝国に来られるように頑張ります！

（制作ラボ：富士フイルムイメージングシステムズ㈱）



8／

銅賞
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■選評

■喜びの声

ウェディングアルバムですが、スタジオとロケでかなりのポーズ数を撮っていて、このポーズの量で安定したクオリティーを出しており、
カメラマンの高い技術力を感じます。普段から相当な量と質を追求しているからこそ、１枚の写真が作り上げられているという技術の裏
付けが感じられるアルバムに仕上げられています。無理にドラマチックに作り上げているわけでもなく、自然体で力の抜けた二人に見合っ
た優しい表現をしている点も好感が持てます。また、季節感を含めてストーリーもしっかり構成されていて、時間と手間暇をかけて作ら
れたと思います。より良いアルバムを作り上げようとするカメラマンの熱意が伝わる作品です。

「良き日に」　　齋藤 明　㈱スタジオ・サイトー（山形）
ミラーレス　35㎜、85㎜、70-200㎜　F1.4～F3.5　1/125～1/500　ストロボ、自然光データ：

このたびは栄誉ある銅賞をいただき誠にありがとうございます。

これもひとえに日頃から支えてくれるお客様をはじめ、スタッフや家族、いつもサポートし

てくれます富士フイルムイメージングシステムズ（株）の皆様のおかげと感謝しております。

今回の受賞作品は結婚写真です。最近のお客様のニーズとして、アルバムの仕上がりはもち

ろんですが、撮影自体を楽しみたい！記憶に残る楽しいイベントにしたい！というように、

写真撮影に対してこだわりをお持ちの方々が多いように感じます。

こちらのお客様も「桜と海とナチュラルに」という明確なテーマがありました。

撮影当日は、刻々と変わる天候の中で条件としては難しい撮影でしたが、ドラマチックに舞

う桜吹雪や、雲間から奇跡的に現れた夕陽、お二人の幸せな瞬間を大いに盛り上げてくれた

両家皆様のおかげで私たちまで楽しい撮影になりました。

昨今、インスタグラムなどで拝見する写真「ニーズ」の

変化のスピードには戸惑いも感じますが、また、刺激に

もなります。

私としては、キーワードを「変化」として、これからも

歩みを止めずに地域の皆様の宝物になるような写真作り

を心がけて励んでまいります。

最後になりましたが、お互いに切磋琢磨しあえる仲間、

六花塾、東北 FAX の会、お世話になっております諸先

輩方に心より感謝申し上げます。

（制作ラボ：富士フイルムイメージングシステムズ㈱）

アルバム
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銅賞

■選評

■喜びの声

柔道着での写真ですと、格闘技というイメージから厳格な表情を撮るケースが多い中で、二人とも笑顔でフィニッシュしているところに
ユーモアを感じます。また、この写真の特徴として「動き」が挙げられます。ミラーレスになってピントの精度が向上したことを最大限
に生かし、表現に幅が出てきた中での１枚だと言えます。奥様に投げられる幸せ、嬉しさがすごく感じられます。二人がこれだけの笑顔
になっていることは、普段から仲の良いご夫婦で、それをそのまま愛情たっぷりに表現した１枚です。カメラマンが楽しい雰囲気を作り
上げて、上手く表情を誘導したという背景を感じます。二人をよりよく表現しようとするカメラマンの意欲が感じられます。

このたびは栄えある銅賞！

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

は心からうれしく思っております！

また、お客様をはじめほんとう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。

お客様を撮影する上で常に意識をしている、お客様の雰囲気を表現すること、シンプルな構図・人を

キレイに演出する光、素直な色を出せたと思っており、自分でもとても好きな 1 枚です。

入籍記念で柔道着、お客様の持つ明るい空気感。一生の中のとても大切な日を、お二人らしい雰囲気

を出せたと思っています。

新しい表現にも挑戦しつつ、お客様の持っている雰囲気を大切にし、お客様に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。

最後に、私にとって師匠・諸先輩・全国の写真仲間の影響はと

ても大きなもので感謝の気持ちでいっぱいです。

今の自分をここまで導いてくれた師匠である瀬尾太一先生、そ

して、いつも最高のプリントをしてくれるアオバさん。

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ま

す。

全ての皆様に心より感謝いたします。

なんどでも経験したいこの嬉しい気分。

ありがとうございました。

（制作ラボ：㈱アオバカラー）

「幸せの背負い投げ」　　佐直和春　㈲佐直写真館（山形）
中判　GF45-100㎜　F6.4　1/100　ストロボデータ：
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銅賞

「First」　　白岩大和　Photograph Amery（福島）
ミラーレス　50㎜　F1.4　1/200　自然光データ：

■選評

■喜びの声

最初はクッションに座っていたのが、徐々に肘掛けの方に乗り出してきて、それをそのままシャッターを切ったのだと思います。もちろ
ん、すぐ近くにはスタッフがいて、安全を確保しながらの撮影だったことは想像に難くありません。予想しなかった、ちょっとしたハプ
ニングを可愛らしく撮っているところに作者の確かな「目」を感じます。人は赤ちゃんを見ると「守らなければならない可愛い存在」と
いう心理が働きますが、そこに写真のように「不安定さ」が加わると愛おしさが増幅します。その瞬間を切り取りながら、赤ちゃんのキョ
トンとした可愛い表情を捉えています。

※赤ちゃんの安全を配慮して撮影をしています。

このたびは栄誉ある富士フイルム営業写真コンテストで銅賞をいただきまして、本当にあり

がとうございます。また、写真のことはもちろんですが、日頃より商品戦略や、集客などの

アドバイスをくださる、富士フイルムの担当営業の方にも併せて御礼申し上げます。今回の

受賞の知らせを受けて、まさか自分が上位入賞する日がやってくるとは思ってもいなかった

ので、まだまだ実感が湧かないですが、お祝いのメッセージや、ご連絡をいただくたびに、

大変光栄なことだと日々感じております。

この写真は、１歳のお誕生日記念で撮影させていただいた女の子の写真です。笑顔の写真を

残すのはもちろんですが、近年１番に力を入れているのが、「笑顔ではない子供の可愛さの追

求」というところです。ちょっとしたしぐさや動き、何気ない表情、その年齢でしか感じる

ことのできない雰囲気を切り抜きたいと考えて撮影しております。その私の大切にしている

思いが、一つ形になったのではないかと、とてもうれ

しく思います。

家業を継いでこの業界に飛び込み 15 年。写真の学校も

出ていない、修業もしていない私をここまで育ててく

れた、福島県写真館協会の先輩方、PGC の先輩方に心

より感謝申し上げます。これからは、今まで以上に努

力し、写真業界の発展に貢献できるように、また１人

でも多くのお客様に喜んでいただけるように、写真と

向き合っていきたいと思います。

（制作ラボ：富士フイルムイメージングシステムズ㈱）
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銅賞

「back shot」　　佐久間 剛　小貫写真館 パセオヌエボ つくば（茨城）
ミラーレス　24-70㎜　F2.8　1/100　自然光+ストロボデータ：

■選評

■喜びの声

独特の世界観を作り上げている写真です。これまでの営業写真は、どちらかというと「記録として、その人らしさ、自然な表現」という
目的でお客様を表現してきたものが、この写真では「ファンタジー」の世界を作り上げてそこに七五三を投影しています。背景が白く飛
んでいて、現実ではない世界が見えています。そのファンタジーの世界に七五三を持ってきたときに、お母さんの顔が見えなかったから
良かったのかも知れません。顔が見えないから現実感がなく、その後ろ姿から親の愛情が感じられます。説明的な写真ではなく、雑誌の
中の幻想的な１枚という印象で、良い意味で異色の写真といえます。

「First」　　白岩大和　Photograph Amery（福島）

このたびは念願だった上位入賞に選出いただき、誠にありがとうございます。

いつかは自分も上位入賞を果たし、帝国ホテルに行きたい！

長年の夢が叶い感謝の気持ちでいっぱいです。

今回受賞できたのも、お店に足を運んでくださるたくさんのお客様、小貫代表をはじめ写真

館スタッフの皆様、いつもお世話になっているプロカラーラボの皆様と多くの方々の支えが

あってこその受賞です。心より感謝申し上げます。

スタジオでの撮影は、時に自分の予想や想像からはずれることが起きます。

今回受賞した写真も、頭の中で描いた想像の一歩先をなんとかとらえることのできた作品で

した。

お母さんとツーショットで撮影中の女の子。

手を繋いで仲良く二人でお話し中。

ふとした瞬間にカメラの存在を思い出し、なんとも言えない表情でカメラ目線。

そんな何気ない一瞬がとても可愛らしく思いシャッ

ターを切りました。

当初狙っていたニコニコ笑顔の写真とはまた違った、

彼女の魅力を少し引き出せたのが受賞につながったの

かなと思います。

今回の受賞は、自分の中でとても大きな一歩でしたが、

この結果に満足することなく「あなたに撮ってもらえ

て良かった。」そんな写真を、お客様の未来に残してい

けるようこれからも撮影していきたいと思います。

ありがとうございました。

（制作ラボ：㈱プロカラーラボ）
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銅賞

■選評

■喜びの声

この写真は一見「イエーイ」と声掛けして、盛り上がった瞬間を撮ったのかと思いきや、実際には足のポーズや全員違うピースサインに
なっていることから、一人ひとり指導されてのポーズになったと思われます。しかし、この写真に演出くささは感じられず、あくまでも
自然さを残して撮っているところに、作者の演出力、テクニックが感じられます。女子高生のフレッシュなイメージを残しつつ、形でま
とめているという技術力を感じます。集合写真は、そのグループの関係性と、それぞれの個性をどう撮るかになりますが、ポーズを誘導
しながらも、表情も自然な笑顔を引き出し、個性を表現しています。

「Friends」　　大井景子　フォトグラフィック　オオイ（神奈川）
デジタル一眼　85㎜　F14　1/125　ストロボデータ：

栄誉ある富士フイルム営業写真コンテストで銅賞をいただき、ありがとうござ
います。

お客様と向き合い撮影させていただくことは、楽しくもあり震えるほど緊張し、
迷いながらの苦しい時間でもあります。そんな中でも、私の思うように自由に
任せてくれる夫の存在は大きく、またいつも惜しみないご指導をくださる全国
の先生、諸先輩方々、素敵な１枚を共に作ってくださるプロカラーラボの皆様
には、とても感謝しております。

この写真は海外に引っ越しされるお友達とのさよなら記念です。思春期真っ只
中の女子中学生に心を解放してもらい、今の姿を残してあげたいと思い撮影し

ました。コロナ禍で、たくさんのことを我慢し
ている学生生活に彩りを…と願いをこめて、な
るべくシンプルに鮮度を大切に、との思いにお
客様が応えてくれたように思います。

流行りやたくさんの表現方法がある中で、懐か
しく、いつまでもかけがえのない 1 枚にしてい
ただけるよう、これからもクリアな気持ちで学
んでいきたいと思います。
ありがとうございました。
（制作ラボ：㈱プロカラーラボ）
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銅賞

「最期は宝物と」　　大西真人　㈲スタジオ・クニ（愛知）
ミラーレス　24-70㎜　F2.8　1/125　LEDデータ：

■選評

■喜びの声

「最期は宝物と」というタイトルで、恐らく余命が短い方が自分の宝物と最期の写真を撮ったのでしょう。頑張って笑顔を作っていると
思いますが、タイトルを聞くともの悲しさも感じます。ですが、この出来上がりの写真を見てご本人も喜ばれたと思いますし、カメラマ
ンもこの方と真摯に向き合ってきた感じが伝わってきます。技術的には、スポットライトを複数灯使用して硬めの、メリハリの利いたラ
イティングとし、背景の宝物（サーフボード）も強く主張することなく、お洒落な背景として生かして人物を強調しています。最期をお
洒落に格好良く残してあげたいという作者の意図が伝わってくる優れた作品です。

ずっと願っていた 2 度目の上位三賞。実に 13 年ぶりとなります。とても思い入れのある写真での受賞となり大

変うれしく思います。

被写体となった男性はこの撮影から 18 日後クリスマスイブに亡くなりました。その命日となった日は奥様との

結婚記念日だそうです。

がん末期でドクターからは「年は越せないだろう」と告げられていました。

あと数日で亡くなると分かっている方の撮影。何とも言えない緊張感がありましたが、ご家族やご自身の想いを

しっかり受け止め撮影に臨みました。

高校生と中学生の娘さん二人を残して先立つ想いは計り知れない辛さだったと思います。娘さんたちにとって

は、学校での出来事や人生の岐路で相談したいことなどまだまだお父さんに話したいことがたくさんあったと思

います。そんな娘さんたちに優しく微笑みかけて、元気や勇気を与えてあげられる写真を残してあげたい。

背景には奥様にも容易に触らせなかったという大切な宝物。髪もなくなりやせ細った姿を写真に残すことを拒ん

でいたというお話も聞きました。しかし生きた証として写真に残す

ことを決めた想い。その想いに応えたい。

そんな想いの詰まった写真での受賞。彼も天国で喜んでくれている

と思います。

この撮影を通じて、ご来店いただくお客様にとって大きな影響を与

えられる写真を残したいと改めて強く感じました。

支えてくださる皆様に感謝し、写真の力を信じ、ますます精進して

いきます。

今後ともよろしくお願いいたします。

（制作ラボ：富士フイルムイメージングシステムズ㈱）
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銅賞

■選評

■喜びの声

あまり綺麗とは言えない場所で撮られているのが第一印象ですが、ここがこのご家族にとって「思い出の街」であり、それをストレート
に写し込んでいます。ポーズもシンプルで「そのまま」をテーマにしたような、嫌みのない、余分な演出をしないで撮ったことが成功し
ています。こうした写真の場合、その環境をしっかり描写しながら、人物もしっかりと写さなければなりませんが、この作品では背景の
明るいところに人物を配置し、後ろをボカして立体感を出し、さらには周囲を少し落として人物に目が行くように構成されており、細か
な部分でプロとしての技量が生かされています。

このたびは栄えある賞を受賞することができ、本当にうれしく思います。 心よ
り感謝申し上げます。私にとって毎年目標にしている富士フイルム営業写真コ
ンテストは、全国の写真館の素晴らしいかつ個性あふれる写真を一度に見て、
勉強できる大切な場所となっております。そのようなコンテストで上位に入賞
できたことは、私の励みであり自信になっております。
この賞は私一人の力でいただけたものではなく、ご来店くださるお客様をはじ
め、17 年前にこの営業写真の業界でやってみないかとお誘いくださり写真の技
術をはじめ経営方針など全てにおいてご指導くださった、ワントゥワンの小林
会長、また風雲の会の柴田先生、丸山先生、会員の方々、そしていつも美しく

プリントをしてくださる㈱プロカラー様の皆
様のおかげです。
これから、まだまだ営業写真業界も厳しくな
ると思いますが、お客様の期待以上のお写真
を「思い出づくりのお手伝い」という気持ち
をこめて撮影をしていきたいと思います。本
当にありがとうございました。
（制作ラボ：㈱プロカラーラボ）

「想い出の街で」　　湯本一生　ユモトカラースタジオ（徳島）
ミラーレス　70-200㎜　F2.8　1/640　自然光データ：
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銅賞

「ツインズコーデ」　　多々良 竜　慶屋写真工房（福岡）
デジタル一眼　24-70㎜　F5　1/100　タングステンデータ：

■選評

■喜びの声

赤いバックで赤い椅子、双子さんなのでしょうか、洋服もコーディネートされており、爽やかながらも落ち着いたイメージで完成度の高
い写真に仕上げられています。カメラアングルを高くすることにより、お二人のコスチュームをしっかり表現しているほか、ポーズは寄
り添いながらシンメトリーの構図として、三角形の構図で安定感も表現しています。椅子も斜めに置いたことで画面に変化をもたらして
います。当初、手の構成に硬さを感じましたが、肘を立てた方がお嬢さん的なイメージが強調され、この写真の場合は最適だと感じまし
た。随所に作者の努力が感じられる作品です。

このたびは、「2022 富士フイルム営業写真コンテスト」にて栄誉ある銅賞をいただきまして誠にありが

とうございます。 

上位入賞は前回 2011 年の銀賞受賞から 11 年ぶりで、それ自体も本当にうれしいのですが、入賞の知

らせをいただいた時、約 28 年前他界した先代の父へ亡くなる直前にテーマ賞初入賞の報告ができ、少

し安心してもらえた時のことを思い出して、何よりもまず、今回も入賞できたことに誇りを感じてい

ます。 

私たち写真館の事業は、今や誰でも開業できるよう思われて久しいですが、この「富士フイルム営業

写真コンテスト」に入賞することこそが、写真館事業の「営業許可証」であると私は考えています。 

しかし、コロナ禍において惑い、実は昨年気持ちが前を向かずコンテストに出品することを躊躇って

しまったのですが、お客様からの多大なるご支援をいただき、また改めて自分の使命感を思い直し、

そのご恩に報いるためにも前に進もうと、今回 3 年ぶりに出品、そしてまさかまさかの上位入賞をい

ただくことができました。 

これもひとえに、慶屋写真工房を応援してくださっているお

客様、スタッフとしていつも支えてくれている家族、ご教授

くださっている諸先輩方、そして、お互い切磋琢磨しつつ心

を通わせてくれている同業の仲間たちのおかげだと思ってい

ます。少しでも皆様へのご恩返しができるよう、これからも

また、頑張っていきたいと思います。 

重ね重ねになりますがこのたびは本当にありがとうございま

した。

（制作ラボ：富士フイルムイメージングシステムズ㈱）
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銅賞

「妹おもい」　　中野博隆　中野スタジオ（佐賀）
デジタル一眼　80-200㎜　F2.8　1/320　自然光データ：

■選評

■喜びの声

険しい階段を、妹さんの手を引いてあげる優しいお兄ちゃんを撮った心温まる１枚で、カメラマンが演出できる写真ではなく、観察力が
全ての写真です。ハートフルな１枚だと感じました。お兄ちゃんの姿勢、優しく見つめる表情から「大丈夫？頑張って」という声が聞こ
えてきそうな、ほのぼの感も伝わります。これは計算して撮れるものではなく、片時も目を離さないで、良い瞬間を撮ろうとするカメラ
マン魂が実を結んだ写真と言えます。背景のボケ味も、立体感や遠近感を表現する上で適切ですし、画面左上の光も効果的です。優しい
気持ちになれる写真に仕上げられていることが、この作品の魅力です。

　このたびは名誉ある富士フイルム営業写真コンテストで「銅賞」をいただき大変うれしく

思っております。これもひとえにファンでいてくださるお客様、ご指導いただける諸先輩方

や仲間、そして支えてくれているスタッフや家族のおかげだと感謝しております。入賞発表

の日は朝からたくさんの電話やメッセージを仲間からいただきうれしさが倍増しました。

この作品は毎年開催している「我が家の天使写真展」の展示用に撮影させていただいたお写

真でした。階段を登り始めた妹さんをお兄ちゃんが優しく気づかった瞬間を切り取りました。

思いとしては、明るい未来へと続く階段を幼い兄妹が仲良く一歩一歩手を取り合って登って

いくイメージで切り取りました。お兄ちゃんの優しさとお兄ちゃんを頼る妹さんとの兄妹愛

が表現できたのではと思います。

　これからもただの撮影業としてだけでなく写真を通してお客様に感動を与えることができ

ればと思います。写真を提供するとともにそれぞれのお客様の人生に寄り添った提案もでき

てトータルで感動を与えることができたらいいで

すね。温故知新、伝統のスタイルも大事にしなが

ら、もっともっと時代を先取りする新しいスタイ

ルも提供できるように頑張ります。理念である「幸

せ・愛情・感動の伝達人」としてこれからもお客

様と共に成長できるように頑張ります。

（制作ラボ：㈱プロカラーラボ）




