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プロフェッショナル
フォトゼミナール

「 時 流 独 創 」
今、写真館に必要な５つの力

2020
名古屋

東海地区
初開催

開 催 日　2020年３月26日（木）・27日（金）
開催場所　名古屋ビジュアルアーツ＜１号館＞
申込締切　2020年３月５日（木）

講師陣・タイムスケジュール

アクセス

3/26 3/27

名古屋ビジュアルアーツ＜１号館＞
名古屋市中区栄4-16-23
名古屋駅から、名古屋市営地下鉄東山線に乗り換え
て２駅目の「栄」駅13番出口から徒歩５分

スタジオコース スクールコース

11:30〜 受付／メーカー商社ブース見学
13:00〜 開講式

13:20〜
共通セミナー

メーカー各社最新ミラーレスカメラ〜名古屋の陣〜

14:20〜 休憩

14:30〜

セミナー１ 

写真館の集客
稲次協子氏

全日本学校アルバム印刷組合
Presents

15:50〜 集合写真撮影／メーカー商社ブース見学／休憩／移動

16:30〜

セミナー２ 

人物を活かすライティング　
東畑達也氏

目からウロコの学校アプローチ
隈川英孝氏

17:50〜 １日目終了／移動

18:30〜 　懇親会 世界の山ちゃん　栄店

スタジオコース スクールコース

09:00〜

セミナー３　

イマドキの店作り
大西真人氏

スナップで決めろ
伊東一平氏

10:20〜 メーカー商社ブース見学／休憩／移動

10:50〜

セミナー４

技術の伝承
長谷川正之氏 お悩み相談座談会

12:10〜 移動
12:30〜 閉講式
 12:50 ２日目終了

会場近隣に
ホテルも多数有！

稲次協子 東畑達也 大西真人 長谷川正之 隈川英孝 伊東一平

独創（独走）ビジネスは楽しい　　協同組合日本写真館協会理事長　佐藤泰博
　東海地区では初開催となる「プロフェッショナルフォトゼミナール
2020」。これまでの東京や大阪の開催では参加が難しかった東海
地区の皆様にとっては絶好の機会です。
　企画・運営する教育事業部のメンバーも新しくなり、これま
でにない講座内容になりました。テーマは「時流独創」――。
独自の新しい商品、新しい売り方で新しいマーケットを切り拓け

ば競争相手もなく、まさに＜独走＞が可能です。そんな楽しいビ
ジネスのヒントをNAGOYAで見つけて下さい。末永く付き合え
る仲間も見つかるでしょう。今回、快く最新の写真教育施設を
提供していただける名古屋ビジュアルアーツ様、また物心両面
でゼミを支えて下さるご協賛の賛助会員様には心より感謝申し
上げます。

後　　援　名古屋ビジュアルアーツ
特別協賛　キヤノンマーケティングジャパン株式会社／全日本学校アルバム印刷組合／富士フイルムイメージングシステムズ株式会社
 株式会社プロカラーラボ／株式会社ワントゥワン
協　　賛　安達写真印刷株式会社／加賀ソルネット株式会社／コメット株式会社／斎藤コロタイプ印刷株式会社／ジェットグラフ株式会社
 株式会社システム計画研究所／株式会社全進堂／ソニーマーケティング株式会社／株式会社ソフトウェア・トゥー
 ダイコロ株式会社／株式会社ナニワ商会／株式会社ニコンイメージングジャパン／プロフォト株式会社
主　　催　協同組合日本写真館協会



ウを大公開いたします。
プロフィール
①クッキーナッツ・スタジオ株式
会社② 10.6 ③和光大学人文学部芸
術学科

プロフィール
①有限会社スタジオクニ／ PhotoStudio Unelma ② 1978.9.14
③名古屋ビジュアルアーツ④東海 PGC 副代表⑤富士フイルム
営業写真コンテスト 銅賞 優秀賞／日本写真館賞 優秀賞 入選
／愛知県写真館協会コンテスト 最優秀賞／スタッフ３名が、
富士フイルム営業写真コンテスト テーマ賞、日本写真館賞 
入選

プロフィール
①㈲トーハタ写真館 Laluce ( ラルーチェ ) ② 1972.2.14 ③日
本大学芸術学部写真学科④日本写真館協会 教育事業部 副委
員長／静岡県写真館協会 青年部長／東海 PGC 副代表⑤富士
フイルム営業写真コンテスト 2 年連続 銅賞 (2018、2019) 、優秀賞、テーマ賞／
日本写真館賞 優秀賞、入選／全国展 入選、奥田昇きもの写真奨励賞／ウェデイ
ングフォトアワード 金賞 2 回／東海四県写真館連合フォトコンテスト優秀賞 5 回、
家族の絆賞 4 回／静岡県写真館協会コンテスト グランプリ、金銀銅賞多数

プロフィール
①伊東写真館（ちなみに役職は「代表」）② 1967.11.5 ③明治大学政治経済学部
卒業④㈿日本写真館協会 学校事業委員長／（一社）日本写真文化協会 理事／関
東写真館協会 学校事業部 部長／ NPO 法人よみがえれ卒業アルバム 理事⑤全国
写真展覧会（全国展） 準特選・入選／富士フイルム営業写真コンテスト 銀賞・テー
マ賞／日本写真館賞 優秀賞・入選／関東写真館賞 日本写真館協会理事長賞・家
族の絆賞・金賞（最優秀賞）・銀賞・銅賞／ JCPA スクールアルバムコンテスト 
小学校肖像の部 最優秀賞　ほか

りますので、是非ご活用ください！
プロフィール
①株式会社隈川写真館② 1967.1.9 ③帝京大学文学部社会学
科社会心理学専攻④協同組合日本写真館協会 専務理事／一
般社団法人日本写真文化協会 理事／関東写真館協会 副会長・
専務理事／埼玉県写真館協会  会長⑤埼玉県知事賞／日本写
真館賞 優秀賞／埼玉県写真館協会コンテスト 金賞・銀賞・
銅賞・他

資材高騰、働き方改革を乗り越え、収益拡大に向けた新しい取り組みが喫緊の
課題の今、私達組合員と写真館協会が共に知恵を出し合い、アルバムの高付加
価値化、高機能化に取り組んでいきたい。

　スクールコース　（全日本学校アルバム印刷組合）

● web、SNSなど今の時代の
　集客方法とは？
● お支度から撮影、写真選びまで
　を楽しんでいただく秘訣は？ 
　他

 セミナー

１
富士フイルムイメージング

システムズ株式会社

全日本学校アルバム印刷組合
Presents

● アルバムを取り巻く環境変化
● 部数減少に伴う単価アップの必要性
● 計画生産の必要性
● 新しいアルバム作りのご紹介

 セミナー

１

イマドキの店作り セミナー

３
株式会社

ワントゥワン

● 広がる可能性
　〜家族経営からの脱却
● 店作り、スタジオ作り、
　スタッフ育成のヒント

技術の伝承
 セミナー

４
キヤノンマーケティング

ジャパン株式会社

お悩み相談座談会
撮影から編集、出稿、納品にいたるまで皆様の様々な質問に全日本
学校アルバム印刷組合の組合員および隈川氏、伊東氏がなんでも
お答えします！
作業の効率化、印刷会社との連携など皆様のご質問をお待ちしています。

 セミナー

４

● カッコ悪い不細工な和装写真は
　もうやめよう。
　新・和装写真。スタイルの良い
　和装写真を始めよう！

人物を活かす
ライティング

 セミナー

２
株式会社

プロカラーラボ

● シンプルに抜けの良い、
　綺麗な光の作り方
● 群像写真も怖くない！
　並べ方にあわせた光の操り方

　スタジオ・スクール共通セミナー

□  キヤノン
□  ソニー
□  ニコン
□  富士フイルム

メーカー各社最新ミラーレスカメラ
〜名古屋の陣〜
ミラーレスカメラの主要メーカーが一堂に参集。
プロ写真家にとって有効なミラーレス活用法を解説します。
あなたのミラーレス選びの悩みを一気に解決！！

東海地区
 初開催！

　スタジオコース　３/26・27 二日間通し 　３/26・27 二日間通し

　３/26 13：20~

 セミナー

２ ● 戦略的・理論的 学校アプローチ
　自分を売り込むためのシステム
　と工夫

目からウロコの
学校アプローチ

写真館の集客
稲次協子

クッキーナッツ・スタジオ株式会社 
bonbon

東畑達也
トーハタ写真館Laluce

大西真人
有限会社スタジオクニ 

PhotoStudio Unelma

長谷川正之
写真館ハセガワ 

 セミナー

３ ● プレミアムスナップショット　
　〜スナップ写真の威力〜

スナップで決めろ

隈川英孝
株式会社隈川写真館

伊東一平
伊東写真館

「Web,SNS など今の時代の集客方法とは？」 「スタッフが企画するイベントでの
集客術とは？」 「40 代のパートさんがイキイキ働く職場づくり？」 「お支度から
撮影、写真選びまでのトータル 2 時間半を楽しんでいただく秘訣は？」 今、話
題の大人気のスタジオ「クッキーナッツ」。DPE ショップからパパママスタジ
オに。そして、人に任せられることを目指し、現在 2 店舗を経営するトータル
マネージャーとして活躍中。女性ならではの目線での SNS、WEB またイベント
での集客術、スタジオ装飾、衣装、美容、そして商品を含むブランディング術、
スタッフ育成術などアットホームな人気のスタジオができるまでの経営ノウハ

超田舎だから。 スタジオが狭いから。 本気で写真をはじめたのが遅いから。
そんな事を言って逃げていませんか ?
超田舎だって、スタジオが狭くたって、写真をはじめたのが遅くたって関係あ
りません。富士フイルム営業写真コンテスト 2 年連続銅賞の東畑氏はそんなハ
ンデを逆手にとり、狭いスタジオだから出来るライティング、本気で勉強した
から身についたポージング、超田舎ならではの魅力有る集客で多くのお客様に
感動を与え、数多くの賞を受賞。
満を持して全て見せます。 全て教えます。 東畑達也の世界を堪能してください。

皆さん学校スナップを普段どれだけ１枚を意識して撮影していますか？数を撮
ることばかり意識がいってないでしょうか？スマホに高性能なカメラがついて
誰でも写真が撮ることができる時代です。しっかりとした技術力で違いをつけ
ることで先生からの信頼を得て、売上アップにもつながると感じています。
伊東氏が手がける「プレミアムスナップ」を実技を交えながら解説いただき、
スナップ写真の威力・大切さを体験していただきます。いま一度、１枚の写真
に秘めた可能性を感じていきましょう！！皆様の質問や悩みを個別に相談でき
るサポートセンターをセミナー後設けてありますので、是非ご活用ください！

1 人で 40 校以上の学校を回すことが果たして可能なのでしょうか？
隈川氏はそれを可能としています。
そこには隈川氏自身を売り込むための「システム」や「工夫」がた——くさん
散りばめられており、それを理論的に隈川氏にお話いただきます。
普段学校とのやり取りや価格競争などで苦労されている方はもちろんのこと、
現状よりさらに良くしていきたい方にも新たな気付きが生まれること間違いな
しです！！
皆様の質問や悩みを個別に相談できるサポートセンターをセミナー後設けてあ

2014 年、家族経営から、思いがけずもう１店舗オープンすることに…
新店舗を任せるスタッフが誰もいないところから始まり、短期間で複数のスタッ
フを日本写真館賞や富士フイルム営業写真コンテストに入賞させるスタッフ育
成術。
日本写真館協会が出版するナチュラルポートレートスタジオ作例集に繁盛店と
して取り上げられる新しいスタジオ作りや集客法。
今、注目の大西真人の店作り、スタジオ作り、スタッフ育成術、その全てを余
す事なく伝えます。

写真館写真の美。和の醍醐味。振袖・打掛の撮影。あなたのスタジオでは綺麗
にスタイル良く撮れていますか？時間をかけず、お客様に負担をかけずに撮れ
ていますか？着物は布であるという事や、平面的にではなく、立体的にかたち
を作ることを基本にしている長谷川スタイルの振付は、目から鱗の和装振付で
す。そしてこれがまた速い！振袖は 1 分かからず、打掛も 2 ～ 3 分で振付が出
来ちゃいます。これなら緊張しているお客様の身体への負担は少ないですよね。 
そんな長谷川スタイルの和装振付を伝授すると共に、それに合わせたライティ
ングも披露して頂き、綺麗な和装盛りだくさんの内容でお届けします！和装を

プロフィール： ①会社名 ②生年月日 ③最終学歴④業界役職 ⑤主な受賞歴

写すという事は日本の文化を写すという事。綺麗で美しい、そしてかっこいい
和装写真をみんなで残していきましょう！名古屋でお待ちしています！！
プロフィール
①写真館ハセガワ② 1964.12.9 ③東京工芸大学 短期大学部 写真技術科④青森県
写真館協会 会長／ PAJ（ポートレートアカデミーオブジャパン）副会長／東北
PGC 元代表⑤東北六県写真師会コンテスト金賞・文部大臣奨励賞 ゴールド作家
賞／ PPA インターナショナルフォトコンペティション ゼネラルコレクション・
ローンコレクション／ WPC ワールドフォトグラフィックカップ日本代表

今回のセミナーでは業界を取り巻く諸問題の課題解決に向けた方策を写真館協会
と一緒に考えていきたく思います。



プロフェッショナルフォトゼミナール2020 「時流独創」
●開催期間：2020年３月26日（木）〜 27日（金） 受付 26日 11:30
●会　　場：名古屋ビジュアルアーツ＜１号館＞ 名古屋市中区栄4-16-23
	 名古屋駅から、名古屋市営地下鉄東山線に乗り換えて２駅目の「栄」駅13番出口から徒歩５分

●宿　　泊：各自で手配してください。
●懇 親 会：３月26日（木）18：30〜	¥4,000
	 懇親会会場：世界の山ちゃん（名古屋名物の手羽先！会場から徒歩10秒）

●受 講 料：□ 会員 １人 スタジオコース ¥14,000 ／ スクールコース ¥11,000 
	 　　　　　　　　＊会員とは、協同組合日本写真館協会に所属している事業者及び従業員
	 　　　　　　　　＊２人目からお一人につき￥3,000	OFF

 □ オブザーバー (写真館協会会員以外の方) １人　両コース共通 ￥21,000

★ 重 要 ★ 必ずお読みください   
　● 申込締切日：2020年３月５日（木） お早めにお申込みください。定員に達した場合、日本写真館協会会員を優先させて
　 いただくことがございます。
　● 裏面の「受講申込書」に必要事項をお書きの上、FAXにてお申込みください。後日、事務局より「受講票」を郵送いたします。
　  受講料は、受講票の指示に従って期日までに指定口座にお振込みください。
　● 当日、運営側が撮影させていただいた写真は、以後広報物やその他Facebook等のSNSにデータを使わせていただく可能性
　  がございます。 

  スタジオコース 定員：80 名   スクールコース 定員：30 名

共通セミナー 3/26　メーカー各社最新ミラーレスカメラ ~名古屋の陣～

写真館の集客
web、SNSなど今の時代の集客方法とは？

お支度から撮影、写真選びまでを楽しんでいただく
秘訣は？ 他

講師：稲次協子

セミナー

１
3/26

全日本学校アルバム印刷組合
Presents

アルバムを取り巻く環境変化
部数減少に伴う単価アップの必要性

計画生産の必要性
新しいアルバム作りのご紹介

人物を活かすライティング
シンプルに抜けの良い、綺麗な光の作り方

群像写真も怖くない！並べ方にあわせた光の操り方

講師：東畑達也

セミナー

２
3/26

目からウロコの学校アプローチ
戦略的・理論的 学校アプローチ

自分を売り込むためのシステムと工夫

講師：隈川英孝

イマドキの店作り
広がる可能性〜家族経営からの脱却

店作り、スタジオ作り、スタッフ育成のヒント

講師：大西真人

セミナー

３
3/27

スナップで決めろ
プレミアムスナップショット〜スナップ写真の威力〜

講師：伊東一平

技術の伝承
カッコ悪い不細工な和装写真はもうやめよう。

新・和装写真。スタイルの良い和装写真を始めよう！

講師：長谷川正之

セミナー

４
3/27

お悩み相談座談会
撮影から編集、出稿、納品にいたるまで皆様の様々な質
問に全日本学校アルバム印刷組合の組合員および隈川
氏、伊東氏がなんでもお答えします！作業の効率化、印
刷会社との連携など皆様のご質問をお待ちしています。

ぜひ ご参加ください！



令和

プロフェッショナルフォトゼミナール2020

日本写真館協会の

オブザーバー

懇 親 会 3月26日（木） 18: 30〜  参加費 ¥ 4,000 □　参　加　　 □　不参加

会　員
　 □　スタジオコース　　　¥ 14,000

　 □　スクールコース　　　¥ 11,000

会　員
（２人目以降の方）

　 □　スタジオコース　　　¥ 11,000

　 □　スクールコース　　　¥   8,000 

オブザーバー
（会員以外の方）

　 □　スタジオコース　　　¥ 21,000

　 □　スクールコース　　　¥ 21,000

※ 一館で複数の受講者がいる場合、 受講者申込書をコピーしてご使用ください。 なお、 定員に達した場合、　

 日本写真館協会会員を優先させていただくことがございます。

※ 申込みは、 2020年３月５日（木）までにお願いします。

※ 会員とは、 協同組合日本写真館協会に所属している事業者及び従業員といたします。

※ 後日発行いたします受講票に記載の指定口座に受講料をお振込みください。


