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名称 CP +（シーピープラス）2017

会期
2017年2月23日（木）～26日（日）

〈2月23日〉12：00～18：00 （*10 :00～12 :00  プレスタイム）
〈24日・25日〉10：00～18：00　〈26日〉10：00～17：00

会場 パシフィコ横浜（展示ホール・アネックスホール・会議センター）／BankART  S tud io  NYK

主催 一般社団法人 カメラ映像機器工業会（ＣＩＰＡ）

協賛 一般社団法人 日本写真映像用品工業会

コーディネーター 凸版印刷株式会社

後援 経済産業省／観光庁／神奈川県／横浜市／横浜商工会議所／日本貿易振興機構（ジェトロ）／J-WAVE

特別協力 日本カメラ博物館／日本新聞博物館／横浜美術館

入場料
当日一般1,500円（税込） （ウェブ事前登録で無料）
障害者手帳を持参の方、小学生以下の方は無料

オフィシャル
ウェブサイト

・ ht tp : / /www.cpp lus . jp/  〈和文〉 ・ h t tp : / /www.cpp lus . jp/en/  〈英文〉
・ ht tp : / /www.cpp lus . jp/cn/  〈中文〉 

出展規模
・ 出展企業数：121社・団体（前回132社・団体） ※共同出展社含む
・ 出展小間数：1,116小間（前回1,073小間） ※共同出展・主催者ゾーン・メディアパートナー含む

主な出展分野 カメラ、レンズ、フォトアクセサリー、プリンター、画像処理ソフト、携帯機器、ディスプレー、プロジェクター、
フォトフィニッシング、フォトブック、プリントペーパー、スタジオ用品・機材など

登録来場者数 4日間合計66 ,665人（前回4日間合計67,792人）

１. 総 合 ショー
写真映像産業活性化を促進する
コンシューマー＆ビジネスの「総合的カメラ映像ショー」

2 . 日 本 発
日本から世界に向け、カメラ映像機器に関する
最新の製品・技術情報を発信し、
アジアをはじめ世界のカメラ映像ビジネスを牽引

3 .「 撮 る 」「 見 る 」「 つ な が る 」
写真を核とした各種イベントを通じ、
写真の「撮る、見る、つながる」楽しさを提供

4 . 写 真 映 像 文 化
国際都市ヨコハマと協力関係を強化し、
写真映像文化の発信・発展に貢献

出展社・団体一覧

・ 株式会社インプレス

メディアパートナー

・ 神奈川県

・ 写真甲子園（写真文化首都「写真の町」東川町）

・ 公益社団法人応用物理学会フォトニクス分科会／
一般社団法人日本オプトメカトロニクス協会／ 
一般社団法人日本写真学会

・ 日本カメラ博物館

・ 一般社団法人 日本写真映像用品工業会

・ 日本写真館協会／    
日本写真文化協会（ファミリー写真館）

・ フォト・ヨコハマ2017

主催関連ブース

・ 株式会社オーディオテクニカ

・ キヤノンマーケティングジャパン株式会社

・ 株式会社スタジオエビス

・ ソニービジネスソリューション株式会社／ 
ソニーマーケティング株式会社

・ ティアック株式会社

・ パナソニック株式会社

・ ブラックマジックデザイン株式会社

・ 三友株式会社

・ 株式会社ライトアップ

・ 株式会社RAID

プロ向け動画エリア

コン セ プト 2 0 1 7  キ ー ビ ジュア ル

（50音順）

・ アガイ商事株式会社

・ 株式会社浅沼商会

・ 株式会社アスカネット

・ アドビ システムズ 株式会社

・ アワガミファクトリー

・ Anhui ChangGeng Optics Technology 
Co.,Ltd.

・ 伊勢和紙

・ 株式会社 市川ソフトラボラトリー

・ 有限会社イデアミクス

・ イメージビジョン株式会社

・ イルフォード／ハーネミューレ 
（ジェットグラフ／中外写真薬品）

・ 株式会社インタニヤ

・ EIZO株式会社

・ Aeskimo

・ SDアソシエーション

・ 株式会社エツミ

・ エプソン販売株式会社

・ LPL商事株式会社

・ 奥希瑞斯胶片设备技术有限公司

・ オリンパス株式会社

・ カールツァイス株式会社

・ カシオ計算機株式会社

・ キヤノン株式会社／ 
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

・ 京立電機株式会社

・ 銀一

・ KUPO GRIP

・ 株式会社ケンコー・トキナー／スリック株式会社

・ 株式会社ケンコープロフェショナルイメージング

・ 興和光学株式会社

・ 株式会社コクーゾ

・ 株式会社 コシナ

・ ㈱コスモサウンド

・ コメット株式会社

・ 株式会社サイトロンジャパン

・ サンディスク／G-Technology

・ Shenzhen Zhuo Er Photographic 
Equipment Co., Ltd

・ 株式会社シグマ

・ 株式会社システム計画研究所

・ シノロジー

・ （株）ジャパンホビーツール

・ Shanghai Jieyong Technology Co.,Ltd.

・ 上海传视摄影器材有限公司

・ 株式会社焦点工房

・ シルイ

・ Cecilia Gallery

・ 株式会社ソシオネクスト

・ ソニー株式会社／ソニーマーケティング株式会社

・ 株式会社タムロン

・ 勝勢科技股份有限公司

・ 壺坂電機株式会社

・ DxO

・ DJI JAPAN株式会社

・ 株式会社ＤＮＰフォトイメージングジャパン

・ テイクスワン／デジタルハリウッド大学

・ テイスト

・ 株式会社東芝

・ 東洋リビング株式会社

・ トーリ・ハン株式会社

・ 株式会社トミーテック　（BORG）

・ トランセンドジャパン株式会社

・ 株式会社ニコンイメージングジャパン

・ NiSi フィルター株式会社

・ ニッシンジャパン株式会社

・ 日本マイクロソフト株式会社

・ 株式会社パイロッツ　バックグラウンズ ファクトリー

・ ハクバ写真産業株式会社

・ ハッセルブラッド・ジャパン

・ パナソニック株式会社

・ バンガード

・ 株式会社バンビ

・ 株式会社ビクセン

・ 株式会社ピクトリコ

・ 富士フイルム株式会社

・ Plaber S.r.l. / HPRC/ Barber Shop Bags / 
Shootools

・ プロフォト株式会社

・ ベルボン株式会社

・ ベンキュージャパン株式会社

・ マーキンス ／ トリンプル

・ 株式会社マウスコンピューター

・ マルマン ／ キャンソン

・ マルミ光機株式会社

・ マンフロット株式会社

・ YONGNUO

・ リーベック（平和精機工業株式会社）

・ 株式会社リコー

・ 株式会社ルミカ

・ 株式会社ワコム

出 展 社 一 覧開 催 概 要 2.1.
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言 語 対 応 ／ 国 際 化 対 応（ 日・英・中 ）

ワ ー ルドプ レミア（ 世 界 初 発 表 ） C P +2 0 1 7 ワ ー ルドプ レミア ア ワ ード

ワールドプレミアなどで注目される国際的なイベントであることを反映し、言語対応の拡充にも注力しています。ビジネスセ
ミナーの日英同時通訳に加え、キーノートスピーチと上級エンジニアによるパネルディスカッションでの中国語同時通訳を継続。
また、出展社のスタッフ、およびプレスの皆様には言語シール（英語・中国語）を配布、パスや入場証に使用言語を表すシールを貼付
いただくことにより、各ブースでの多言語サービスの効率化に努めました。
ウェブサイトや会場パンフレット・案内パネルも日英中表記の対応をしました。

一眼レフ
■キヤノン
■リコー

EOS 9000D ／ EOS Kiss X9i
PENTAX KP

ノンレフレックス ■キヤノン
■富士フイルム

EOS M6 
GFX  50S  ／ X-T20

コンパクト
■カシオ
■富士フイルム

EX -ZR1800 ／ EX -FR100L
X100F

レンズ

■キヤノン
■シグマ

■ソニー

■タムロン

■富士フイルム

EF -S18 -55mm F4 -5 .6  I S  STM
135mm F1 .8  DG HSM｜Ar t  
100 -400mm F5 -6 .3  DG OS  HSM｜Contempora ry  
24 -70mm F2 .8  DG OS  HSM｜Ar t  
14mm F1 .8  DG HSM｜Ar t  
FE  100mm F2 .8  STF  GM OSS
FE  85mm F1 .8
SP  70 -300mm F/4 -5 .6  D i  VC  USD (Mode l  A030)  
10 -24mm F/3 .5 -4 .5  D iⅡ VC HLD (Mode l  B023)
SP  70 -200mm F/2 .8  D i  VC  USD G2 (Mode l  A025)
フジノンレンズ GF63mmF2 .8  R  WR
フジノンレンズ GF32 -64mmF4 R  LM WR
フジノンレンズ GF120mmF4 R  LM O IS  WR Macro
フジノンレンズ XF50mmF2 R  WR

2 3 機 種 の 新 製 品 が 発 表 さ れました

〈言語シール〉

※企業名50音順　※CP+2017での発表に向けた新製品　※CP+実行委員会調べ（カメラ・レンズに限る）

〈CP +ワールドプレミアロゴ〉

〈CP+ワールドプレミアロゴ〉

CP +=「世界初の新製品発表の場」を国内外に広く発信する試みとして
CP +ワールドプレミアロゴを制定し、各出展社のブースでの展示に積極的に
利用いただいています。プレスルームでも情報提供を行いました。

国際的な総合フォトイベントであるCP+で出展社が来場者に
いかにアプローチしたかを客観的に評価いただくため、
来場者の方々の投票による“CP+2017ワールドプレミアアワード”を
去年に続き開催しました。

〈CP +2017ワールドプレミアアワードグランプリ〉

EOS  M6
キヤノン株式会社／

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

　　レンズ交換式カメラ部門

FUJ IF I LM　X100F
富士フイルム株式会社

　　レンズ一体型カメラ部門

EXCER IA  PRO　SDHC／
SDXC UHS -Ⅱメモリカード

株式会社東芝

　　フォトアクセサリー部門

S IGMA 135mm F1 .8  DG HSM ｜Ar t
株式会社シグマ

　　交換レンズ部門

3. 実 績 報 告
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単位（人）◆来場者数
２月２3日（木） ２月２4日（金） ２月２5日（土） ２月２6日（日） 合　計

天候 晴 曇 晴 晴 ー
気温（最高／最低） 18.1 ／ １0．1 ℃ １2 ／ 5．6 ℃ １2．3 ／ 5 ℃ １2．6 ／ 4．9 ℃ ー

来場者数 13,081 17,776 20,700 15,108 66,665
前年比 101% 99% 93% 103% 98%

単位（人）◆地域別海外来場者
来場者数

アジア 555
ヨーロッパ 115

北米 77
その他 75
合計 822

単位（人）◆来場者数のカテゴリー別内訳
２月２3日（木） ２月２4日（金） ２月２5日（土） ２月２6日（日） 合　計

国
内

ビジネス 5,678 5,411 2,016 1,341 14,446
一般 6,999 11,987 17,571 12,648 49,205

障害者手帳 52 195 183 175 605
小学生以下 37 56 704 790 1,587

国内合計 12,766 17,649 20,474 14,954 65,843
前年比 100% 100% 93% 103% 98%

海
外

ビジネス 243 56 61 32 392
一般 72 71 165 122 430

海外合計 315 127 226 154 822
前年比 158% 69% 88% 109% 105%

単位（人）◆国内ビジネス来場者の職種別内訳

＊1 メーカー（光学機器メーカー、プロ機材メーカー、部品メーカー、ソフトメーカー）
＊2 流通・商社・小売店（写真店、ラボ関連、デザイン、印刷、出版、家電量販、販売店）
＊3 フォトグラファー（写真家、写真館）

合　計 構成比
メーカー＊1 4,542 32%

流通＊2 3,615 25%
フォトグラファー＊3 3,925 27%

その他 2,364 16%
合計 14,446 100%

◆国内来場者数のカテゴリー比率

ビジネス
22％

一般 75％

その他 3%

◆来場者男女比 単位（人）

２月２3日（木） ２月２4日（金） ２月２5日（土） ２月２6日（日） 合計
男性 10,928 15,189 16,475 11,367 53,959

構成比 84% 85% 80% 75% 80%
女性 2,153 2,587 4,225 3,741 12,706

構成比 16% 15% 20% 25% 19%
合計 13,081 17,776 20,700 15,108 66,665

単位（人）◆プレス
合　計 前年比

国内 635 92%
海外＊ 36 30%

国内海外合計 671 83%

 ＊海外プレス内訳
中国8/アメリカ5/韓国4/ドイツ2/スペイン2/
フランス2/台湾2/香港1/シンガポール1/イギ
リス1/オランダ1/ポーランド1/メキシコ1　他

プレスタイム

日時：2 月 23 日（木）10：00 ～ 12：00

今回も初日23日の午前中を
プレスの皆様と特別なお客様に
ゆっくりと展示をご覧いただく時間として、
新製品などの取材にお役立ていただきました。

テープカットセレモニー
日時：2 月 23 日（木）9：20 ～
場所：パシフィコ横浜　1 階コンコース

主催者であるCIPA笹会長をはじめ、開催地横浜市の渡辺副市長、
海外からのご来賓の方々により今年も華やかにテープカットが行われました。

〈登壇者〉一般社団法人カメラ映像機器工業会(CIPA)代表理事会長　笹 宏行（ささ ひろゆき）
　　　　経済産業省大臣官房審議官　三田 紀之（みた のりゆき）
　　　　横浜市副市長　渡辺 巧教（わたなべ かつのり）　
　　　　一般社団法人カメラ映像機器工業会(CIPA)代表理事副会長　中山 仁（なかやま じん）
　　　　Photoindustrie-Verband e.V.（ドイツ写真工業会）専務理事　Christian Muller-Rieker
　　　　AFNUM副会長　Baudouin Prove
　　　　一般社団法人日本写真映像用品工業会会長　山中 徹（やまなか とおる）

（敬称略）

日→英同時通訳 日→中同時通訳

CP+オープニング・パーティー
日時：2 月 23 日（木）18：45 ～ 20：00
場所：横浜美術館グランドギャラリー

VIPや各出展社の代表者、国内外のプレス関係者を招待し、
交流の場としてご利用いただきました。

キーノートスピーチ「女性が写真を元気にする。・ IoT時代におけるExifの可能性」

日時：2 月 23 日（木）13：30 ～ 14：30
場所：会議センター 301 ～ 302

「カメラ女子」が日本ではブームとなりましたが、実際には写真誕生の直後か
ら女性の活躍があり、そして今に続いています。CP+としても女性への取り組
みを強化し始めており、今回は女性が写真を元気にすると言うテーマと、技術
的なテーマとして、IoT時代にExifがどのような貢献をできるのかについてお
話しました。 

一般社団法人カメラ映像機器工業会（CIPA）
代表理事会長　笹 宏行

事前登録制無 料
日→英同時通訳 日→中同時通訳

上級エンジニアによるパネルディスカッション
日時：2 月 23 日（木）15：00 ～ 16：30
場所：会議センター 301 ～ 302

「魅力あるカメラづくり」
カメラは、技術革新とともに大きく進歩してきました。その一方で、いまのカ
メラには、わくわく感が乏しいともいわれます。魅力あるカメラづくりについ
て、各社技術トップに熱く語り合っていただきました。

（社名50音順）

〈モデレーター〉市川 泰憲（日本カメラ財団（JCII））　　
　　　　　  甲田 謙一（日本大学芸術学部写真学科 教授）

〈 パ ネリスト〉片岡 摂哉（オリンパス株式会社）／須田 康夫（キヤノン株式会社）
　　　　　  大曽根 康裕（株式会社シグマ）／中島 健(ソニー株式会社)
　　　　　  中山 正（株式会社ニコン）／森 勉（パナソニック株式会社）
　　　　　  上野 隆（富士フイルム株式会社）／小迫 幸聖（株式会社リコー）

事前登録制無 料
日→英同時通訳 日→中同時通訳

オ ー プ ニ ン グ デ ー イ ベ ン ト来 場 者 プ ロ フ ィ ー ル4. 5.
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マ ー ケ ティン グ セミナ ー C P +技 術 ア カデ ミー

キーポイントインテリジェンス デジタルイメージングセミナー
2/24（金） 10：30～12：10　場所／会議センター301～302

1. 10：30～11：20 ミレニアル世代の写真生活

講師／アラン・ブロック
(キーポイントインテリジェンス社 
 コネクテッド・イメージング・トレンズ・サービス アソシエイト・ディレクター)
コンシューマの年齢とライフステージが意識や知覚、そして購買行動に大きな影響を与え
ることはインフォトレンズのリサーチによって証明されています。このセッションでは、デジ
タルカメラ、モバイルイメージング、フォトプリントにおけるミレニアル世代（2000年以降
に成人または社会人になる若い世代）の特徴について、調査結果をもとに解説しました。

2. 11：20～12：10 イメージング業界は2017年以降どう変わっていくのか？

講師／エド・リー
（キーポイントインテリジェンス社 
 ワールドワイド・コンシューマ アンド プロフェッショナル イメージング・サービス グループ・ディレクター）

急速なテクノロジーの変化がイメージング業界を根本的に変えてしまったことは皆さんも
よくご存知でしょう。現在、イメージング業界のプレーヤーは360度カメラやAR/VR、そし
てドローンに巨大なリソースを注ぎ込んでいます。このセッションでは、これらのテクノロ
ジーの進化の最前線と市場へのインパクトについて解説しました。

ＣＩＰＡ・ＧｆＫ グローバルマーケットセミナー　
2/24（金） 13：30～16：30　場所／会議センター301～302　協力／NPD Group

デジタルカメラや交換レンズの統計情報を世界に発信するCIPA、世界各国の調査拠点をネットワークするGfKによるマーケティング・セミナー
です。まずはデジタルカメラ・レンズ市場を地域別に「GLOBAL」、「US」（米国を中心に調査活動を展開するNPDによる講演）、レンズ交換式デ
ジタルカメラの重要地域となった「ASEAN」に分け取り上げました。さらに、今回は機能の軸から「Key Technology」として進化するデジタル
カメラの動画性能や、アクションカムなどの従来のカメラ市場以外のイメージング市場について紹介しました。

1. 13：30～13：50 〈ＣＩＰＡセミナー〉カメラ映像機器工業会（CIPA） 統計実績・出荷見通し

講師／米山 真一
（カメラ映像機器工業会調査統計作業部会部会長）

2. 13：50～14：10 〈GfKセミナー〉【Global】カメラ市場安定化への糸口
講師／ハルク・オズデミール

（GfK Retail and Technology GmbH シニアコンサルタント）

3. 14：10～14：40  〈GfKセミナー〉【US】イメージングの最新動向
講師／ベン・アーノルド

（The NPD Group インダストリーアナリスト エグゼクティブ ディレクター）

4. 14：50～15：20  〈GfKセミナー〉【ASEAN】進むテクノロジー化 –東南アジア市場を読み解く–
講師／ジェラルド・タン

（GfK Asia Pte Ltd シニアディレクター）

5. 15：20～15：50 〈GfKセミナー〉【Key Technology】テクノロジーの進化とカメラ市場への影響
講師／ヤン・ワスマン

（GfK Retail and Technology GmbH シニアマーケティングコンサルタント）

6. 15：50～16：30 ディスカッション
各講演登壇者によるディスカッション

2/23（木）・2/24（金）　
場所／会議センター311～312　参加費／各1,000円
協力／公益社団法人応用物理学会 フォトニクス分科会／
 一般社団法人日本オプトメカトロニクス協会／一般社団法人日本写真学会

オリンパスはフラッグシップ機であるE-M1 MarkⅡを、2016年
フォトキナで開発発表しました。このE-M1 MarkⅡでは動く被写
体を確実に撮影できることを目指し、高速ＡＦ、連写をはじめとす
る関連機能を高性能化する技術開発を行ってきました。今回は
これらの技術について紹介しました。

2/23（木）　13：00～13：45 
講師／鈴木 隆（オリンパス株式会社）

OLYMPUS E-M1 MarkⅡの開発について1

カシオ計算機では、アジア圏を中心に、自分撮り／みんな
撮りをコンセプトとした、広角レンズ搭載のコンパクトカメ
ラをラインナップ展開しています。今回は、オリジナル広
角レンズの企画開発と活用について、紹介しました。

2/23（木）　14：00～14：45  
講師／大塚 浩一（カシオ計算機株式会社）

自分撮りと広角レンズ開発2

キヤノン独自の「デュアルピクセルCMOS AF」を、フルサイズセンサーに
進展させ、2016年発売のデジタル一眼レフカメラEOS-1D X MarkⅡ、
EOS 5D Mark Ⅳに搭載し、ライブビュー／動画撮影での優れたAFを実
現しました。さらに、EOS 5D Mark Ⅳでは、デュアルピクセルCMOS AF
のフォトダイオード対により左右の視点画像を同時に撮影できる機能を、
RAW画像に応用した「DPRAW(デュアルピクセルRAW)」技術を初搭載
しました。本セミナーでは、これら新開発の技術について、解説しました。

2/23（木）　15：00～15：45 
講師／福田 浩一（キヤノン株式会社）

フルサイズ「デュアルピクセル CMOS AF」と「DPRAW」技術3

sd Quattro Hに搭載しているAPS-Hサイズ垂直色分離型
Foveon X3イメージセンサーについて紹介しました。一般
的なカラーフィルタアレイ型センサーとは異なる独自の構造

「１－１－４」とその光信号検出原理について簡単に説明し、
画像信号の魅力について紹介しました。

2/24（金）　10：30～11：15  
講師／乾 達也（株式会社シグマ）

APS-HサイズFoveon X3イメージセンサー4

ソニーはデジタルスチルカメラ初の１インチ裏面積層型Ｃ
ＭＯＳセンサーを搭載し、高速電子シャッタ、HFR動画など
新たな映像表現を可能としたRX100IV・RX10IIを2015
年より発売、さらに2016年には世界最速AFと高速連写性
能を特長としたRX100Vを発売しました。今回はこれらRX
シリーズの商品の特長とそれを支えるイメージセンサー、
信号処理などの技術について説明しました。

2/24（金）　11：30～12：15  
講師／関 健三郎（ソニー株式会社）

デジタルスチルカメラ初 １インチ裏面積層型　
CMOSセンサー搭載 RXシリーズの開発

5

タムロンは2016年3月にSPシリーズの中望遠単焦点レン
ズSP 85mm F/1.8 Di VC USD(F016)を発売しました。
本講演では、高い解像力と自然なボケ味の両立を目指し
た光学設計と関連技術について解説を行いました。

2/24（金）　13：00～13：45  
講師／山中 久幸（株式会社タムロン）

単焦点レンズ SP 85mm F/1.8 
Di VC USD (F016)の開発

6

三次元の被写体を写真と言う二次元のフィールドに、より
自然で心地良い画像として再現するという設計思想「三
次元的ハイファイ（高再現性）」とボケ味の関係について、
AF-S NIKKOR 105mmf/1.4E EDの開発秘話と合わせ
て解説しました。　

2/24（金）　14：00～14：45 
講師／佐藤 治夫（株式会社ニコン）

三次元的ハイファイとボケ味
～AF-S NIKKOR 105mmf/1.4E EDの開発

7

パナソニックでは、ボディ・レンズ手振れ補正を連動させた
「Dual I.S.」、更に高性能ジャイロを採用し、その効果を
高めた「Dual I.S. 2」の技術を、2016年発売のLumix G
シリーズに搭載しました。今回その開発の狙い、経緯など
について紹介しました。

2/24（金）　15：00～15：45 
講師／高畑 順二（パナソニック株式会社）

ボディ・レンズ手振れ補正の連動を実現したDual I.S.の開発8

富士フイルムは2016年9月に「X-T2」を発売しました。今回
はその製品コンセプト、X-T1から大きく進化した動体撮影
機能、Xシリーズ最高画質の静止画および4K動画を実現し
た画像・画質設計およびその周辺技術について紹介しまし
た。

2/24（金）　16：00～16：45  
講師／田中 康一（富士フイルム株式会社）

ミラーレスデジタルカメラ「X-T2」の開発について9

リコーは2016年4月、フルサイズ一眼レフカメラPENTAX K-1を
発売しました。本カメラの手ぶれ補正は、従来の角度ぶれに加え、
光軸まわりの回転ぶれ、マクロ撮影で発生しやすいシフトぶれの、
5軸補正に対応し、35ミリフルサイズデジタル一眼レフカメラとし
て世界初となる5軸5段補正効果を達成しています（2016年10月
時点、当社調べ）。今回は、この補正技術について紹介しました。

2/24（金）　17：00～17：45
講師／村松 功一（株式会社リコー）

K-1搭載、「5軸5段手ぶれ補正技術」10

6. イ ベ ン ト ・ セ ミ ナ ー ・ 展 示

英→日同時通訳

日↕英同時通訳
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特 別 企 画 プ ロ 向 け 動 画 企 画

6. イ ベ ン ト ・ セ ミ ナ ー ・ 展 示

プロフォトグラファーを対象に、昨今需要が高まっている一眼カメラを主とした
動画ソリューションを紹介する"動画エリア"やセミナーを開催しました。日仏写真文化交流特別企画　ZOOMS合同写真展　2/23（木）～26（日） 場所／展示ホール内

CP+が創設した日仏連動のフォトアワード"ZOOMS JAPAN"受賞者作品と、パ
リで毎年行われる写真映像イベント”Salon de la Photo（サロン・ドゥ・ラ・フォ
ト）"主催、フランスの有力写真雑誌の編集者達が選者に名を連ねる写真コンテ
スト“LES ZOOMS"（レ・ズーム）で選出されたグランプリ受賞者２人の受賞作
品を合同展示しました。

CP+中古カメラフェア
～100年余にわたるカメラの歴史がここにある！～
2/23（木）～25（土）10:00～17:00、26（日）10:00～16:00
場所／アネックスホール

フォトアクセサリーアウトレット

2/23（木）～25（土）10:00～17:00、26（日）10:00～16:00
場所／アネックスホール

ZOOMS JAPAN 2017
受賞作品
エディター賞
山田 憲子「emission」
パブリック賞
片上 久也「傘の、ある日。」

LES ZOOMS 2016
受賞作品
パブリック賞
スタンレー・ルルー「南緯50度の怒号」  
プレス賞
ジュリアン・コカンタン「黒い季節」

（敬称略）

2/23（木）　15：00～16：20

ZOOMS JAPAN 表彰式＋日仏ZOOMSギャラリートーク 
場所／プレゼンテーションステージ

日↕仏逐次通訳

CP+中古カメラフェアと
同じく、4日間開催に拡
大！ CP+出展社の出店に
よる、フォトアクセサリー
のアウトレットを開催し
ました。

好評につき、４日間開催
に拡大！ メカニカルなク
ラシックカメラから人気
のデジタルカメラまで、
CP+会場に全国の中古カ
メラ店が集結し、魅力的
なカメラを一同に展示・
販売しました！

プロデュース・運営
玄光社／CAMERA fan

ZOOMS JAPAN表彰式に加え、モデレーターに日本在住のフランス人写真家ダヴィッド・ミショーを迎え、
日仏の受賞者、審査に携わった編集長も交えたギャラリートークを実施しました。

■日仏ZOOMSギャラリートーク登壇者

山田 憲子（ZOOMS JAPAN 2017 エディター賞受賞者）
片上 久也（ZOOMS JAPAN 2017 パブリック賞受賞者）
スタンレー・ルルー（LES ZOOMS 2016 パブリック賞受賞者）
ジュリアン・コカンタン（LES ZOOMS 2016 プレス賞受賞者）
佐々木広人（審査員／アサヒカメラ編集長）
藤井貴城（審査員／フォトテクニックデジタル編集長）
ヤン・ギャレット（パブリック賞推薦者／RÉPONSES PHOTOエディター）
ルノー・ラブラシュリー（プレス賞推薦者／FOCUS NUMÉRIQUEエディター）

モデレーター：ダヴィッド・ミショー（写真家）

（敬称略）

プロ向け動画エリア

写真と動画の垣根がなくなると言われて久しく、各メーカーから多様な機種が出揃ってきています。
今回は会議センターに専用エリアを設置。一眼ムービーはもちろん、写真レンズの描写力を生かしたムービーカメラや、
より演出力を高める周辺機器など、最新動画ソリューションを紹介しました。

プロ向け動画セミナー　場所／会議センター 303～304 協力：コマーシャル・フォト

各社から出揃った4K対応一眼カメラ。一口に4K対応と
言っても、60Pで撮影できるもの、35mmフルサイズで撮
影できるもの、AFが速いものなど、様々な個性のカメラ
が揃っています。そこで4K動画機能に注目して各社のカ
メラを検証すると共に、4Kで撮影・編集する際の注意点に
ついても解説を加えました。

講師／鹿野宏（フォトグラファー）

導入編 4K一眼ムービーのためのカメラ選び
2/23（木）　11：00～12：30

360度パノラマ動画カメラやVRヘッドマウントディ
スプレイが一般向けに発売されたり、YouTubeや
FacebookがVR動画に対応するなど、VR（仮想現実）技
術が身近になっています。VRのニーズが急増している
今だからこそ知っておきたい、フォトグラファーが実践で
きる360度VR動画の作り方を紹介しました。

講師／谷口とものり（フォトグラファー）

動向編 360度VR動画入門
2/23（木）　15：30～17：00

カメラの小型軽量化によって、見たこともないアングル
や迫力のある動きのショット、これまでムービーカメラが
入れなかった場所での撮影が可能になりました。一眼カ
メラで機動力あふれる動画を撮るテクニックを紹介する
と同時に、アクションカメラ、スマートフォンとの使い分
けについても解説しました。

講師／岩元康訓（ムービーディレクター）

実践編 一眼カメラで機動力あふれる動画を撮るテクニック
2/24（金）　13：15～14：45

高解像度の4Kは、パソコンやスマートフォン向けのWeb
動画、タブレット端末で見るデジタルカタログ、高品位な
印刷物など様々な用途で活用できます。Webから印刷
までマルチユースを前提とした4Kコンテンツの作り方に
ついて、写真と印刷のプロフェッショナルが制作現場の
最前線から報告しました。  

講師／南雲暁彦（フォトグラファー）

動向編 Webから印刷までマルチユースで4Kを活用する
2/24（金）　15：30～17：00

※敬称略

光と影を駆使して絵作りしてきたフォトグラファーに
とって、目に見えないサウンドは未知の領域です。本
セッションでは、一眼ムービーのサウンド収録の基本
から、複数のマイクを使ってのインタビュー収録、ラ
イン音声と会場現場音をミックスしたライブ会場で
の録音まで、実践的なテクニックを紹介しました。

講師／小島真也（フォトグラファー）、安友康博（フォトグラファー）

実践編 一眼ムービーのための音録講座
2/23（木）　13：15～14：45

各社から出揃った4K対応一眼カメラ。一口に4K対応と
言っても、60Pで撮影できるもの、35mmフルサイズで
撮影できるもの、AFが速いものなど、様々な個性のカメ
ラが揃っています。そこで4K動画機能に注目して各社の
カメラを検証すると共に、4Kで撮影・編集する際の注意
点についても解説を加えました。

講師／鹿野宏（フォトグラファー）

導入編 4K一眼ムービーのためのカメラ選び
2/24（金）　11：00～12：30

小島真也 安友康博

協力：株式会社ライトアップ
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ブース・写真展示

6. イ ベ ン ト ・ セ ミ ナ ー ・ 展 示

プレゼンテーションステージ　場所／展示ホール

イベント

PHOTO HARBOUR　2/23（木）〜2/26（日） 　場所／BankART Studio NYK

写真作品を"創る"楽しみを発信！
CP+はパシフィコ横浜に加え、参加型写真展示企画に特化したアート・コミュニティ
スペース「PHOTO HARBOUR」をBankART Studio NYKにて開催しました。
CP+は写真を撮るに留まらず、作品を創り、展示し、表現するアーティストを応援して
います。パシフィコ横浜とBankART Studio NYK間はシャトルバスを運行しました。

御苗場 vol.20 横浜
日本最大級の参加型写真イベント
が今回も開催されました。作品展
示、レビュー、トークショー等も行わ
れました。

PHOTO! FUN! ZINE!
今回もフォトジン展示販売イベント
が開催されました。ZINEの販売の
ほかワークショップ等も行われまし
た。

（一財）日本カメラ財団・日本カメラ博物館
古くて新しい！？　
ムービー・パノラマ・ステレオカメラの歴史展
2/23（木）〜2/26（日）　場所／展示ホール内

映画、パノラマ、3D――カメラによる映
像表現は常に革新を続けていますが、そ
れらのルーツとなるカメラと技術はなん
と19世紀にまでさかのぼります。今回
は、日本カメラ博物館のコレクションか
ら、歴史的なムービー、パノラマ、ステレ
オカメラの数々を展示し、さまざまな映
像機器とその表現の奥深さを紹介しま
した。

写真文化首都「写真の町」北海道東川町『写真甲子園』
2/23（木）〜2/26（日）　場所／展示ホール 2Fコンコース

全国の高校生カメラマンたちが北
の大地・北海道で腕を競い合う「写
真甲子園」。今年度23回目を迎え、
527校の応募の中から初戦審査会
及びブロック別公開審査会を突破
した代表19校57人がチームワー
クで作品づくりに挑みました。その
中から選ばれた優秀作品の展示を
ご覧いただきました。

神奈川県　ご当地キャラクター観光PRゾーン！
2/23（木）〜2/26（日）   場所／展示ホール 1Fコンコース
神奈川県内の自治体による観光PR
ブースが出展、自慢の名物やフォト
スポットなどをアピールしました。ま
た、ご当地キャラクターが土日限定
で会場にやってきました。

アドビのシニアエバンジェリストで写真家、
ジュリアン ・ コストが余すところなく解説しました。

〈セッション１〉 写したままから、感じたままへ–Lightroomと
Photoshopでクリエイティブな写真表現

〈セッション2〉 Adobe Photoshop Lightroomを使いこなす！
プロが教える活用術

〈セッション3〉Photoshop CC講座｜スキルアップを目指そう

アドビ システムズ

プロ・中〜上級者向け 画像処理セミナー
2/25（土）　10:30〜17:00
場所／会議センター301〜302

写真家・鈴木心が全国各地で開催している出張
写真館がCP+に登場！ 
A4プリントをご参加のみなさまに、その場でお
持ち帰りいただきました。

CP+ 2017 特別企画

最高の瞬間を永遠に。 鈴木心写真館 ＠CP+2017
2/25（土）　10：00〜17：00　2/26（日）　10：00〜16：00
場所／展示ホール2F E205〜E206

金曜昼に放送中の人気ラジオ番組
「ALL GOOD FRIDAY」のスペシャ
ルトークイベントが実現！ カメラの魅
力、うまい写真の撮り方など写真にま
つわるトークをしながら、LiLiCoと稲
葉友でステージ上での写真撮影対決
を繰り広げました。

J-WAVE×CP+2017スペシャル・トークショー
ALL GOOD FRIDAY  ハッピー・フォト・セッション
2/26（日）　14：00〜14：40
場所／会議センター301〜302

広告業界の一流のクリエイター、プロデューサー、広告写真家らが講師となり、今後広告
業界で活躍したい学生に向けて、業界が求める資質、プリントの技、プレゼンテーションス
キルを高める方法など、公募や就職に必要な知識や様々なテクニックについて話しまし
た。またセミナー参加者の中から希望者のみ、講師にマンツーマンでBOOKや作品を見
せて講評を受けられる「ポートフォリオレビュー」も実施しました。

APA（公益社団法人日本広告写真家協会）

学生限定！「公募から就職までを考える」
セミナー＆ポートフォリオレビュー
2/26（日） 13:00〜14:00　セミナー　
 14:00〜16:00　ポートフォリオレビュー
場所／会議センター 311〜312

人気ムック”まみれ”シリーズより、インスタグ
ラマーたちが撮りためたかわいい「いぬ・ねこ・
とり」の写真が大集合。また展示ホール内に隠
れた動物たちを見つけてSNSで投稿すると、会
期中数量限定でプレゼントがもらえるというイ
ベントも行いました。

いぬ・ねこ・とり　ペット写真が大集合！　#まみれ展
2/23（木）〜2/26（日）
場所／2F アネックスホール ホワイエ

インスタグラム系コラボイベント

2/23（木） 15:00〜16:20　ZOOMS JAPAN表彰式＋日仏ZOOMSギャラリートーク

2/24（金）

13:00〜14:40　公益社団法人日本写真家協会 副会長 松本徳彦　日本写真保存センターの活動について

15:00〜15:40　Synology × studio9 中原一雄　Synologyが提案する写真データの管理と共有方法　【株式会社フィールドレイク】

16:00〜16:40
　横浜美術館 主任学芸員／中村尚明（篠山紀信展）、同 松永真太郎（コレクション展）

	 横浜美術館「篠山紀信展 写真力」「コレクション展」特別レクチャー

2/26（日）

11:00〜11:40　写真甲子園実行委員会事務局　写真文化首都「写真の町」北海道東川町と写真甲子園について

14:00〜14:30　ワールドプレミアアワード表彰式

15:00〜15:40　憬-kay-　人物撮影も応用ワザも！ お耽美写真家 憬–kay-氏の「光操術」	【コメット株式会社】

2/25（土）

14:00〜14:40　Synology × 写真家 むらいさち　Synologyが提案する写真データの管理と共有方法 　【株式会社フィールドレイク】

15:00〜15:40　憬-kay-　人物撮影も応用ワザも！ お耽美写真家 憬–kay-氏の「光操術」	【コメット株式会社】

16:00〜16:40
　公益社団法人 日本写真協会　国際交流委員会 委員長 大平 温、「東京写真月間2017」運営委員長 尾畑正光　 

	 東京写真月間　〜アジアの写真家たち〜

出演：LiLiCo、稲葉友／
ゲスト：池田晶紀（写真家）

LiLiCo 稲葉友

日本写真館協会／日本写真文化協会 
気軽なファミリー写真館
2/23（木）〜2/26（日）   場所／展示ホール 2Fコンコース
参加費／1000円（税込）
プロの写真家、そして写真館ならで
はのクオリティにて、CP+会場内特
設スタジオで多数のファミリーを
撮影しました。

若干数当日受付 予約

CP+ 2017 特別企画

日常ではありえない風景をバックに撮ろう！ クロマキー
という技術を利用して、宇宙、空、海などの背景と、撮影
したお客さまの写真を合成、その場でプリントしてお渡
ししました。

宇宙・空・海中で記念写真！？ 家族みんなで楽しめる！ 
ドリーム・フォト・スタジオ
2/25（土）〜2/26（日）
場所／展示ホール2F E204

当日参加受付CP+ 2017 特別企画

CP+ 2017 特別企画

英→日同時通訳
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日活が横浜で撮った名画の裏側　
映画の中のヨコハマ
2/15（水）～2/26（日）　
場所／横浜市民ギャラリー1F

【特別企画】 シネマ・ヨコハマより

歴史に残る、名画の現場　
MAGNUM CINEMA
2/15（水）～2/26（日）　
場所／横浜市民ギャラリーB1F

P H O T O  Y O K O H A M A（ フォト・ヨコ ハ マ ）
CP+は今年も横浜市と連携し、写真を通じた産業と文化の融合イベント「フォト・ヨコハマ2017」を開催しました。
会期中は6つのチェックポイントのうち3か所をまわるとオリジナルのプレゼントがもらえる「写真のチカラ スタンプラリー」
を開催。注目の連携イベントとして、横浜美術館での「篠山紀信展 写真力 THE PEOPLE by KISHIN」、日本新聞博物館での

「2016年報道写真展」をはじめ、横浜市民ギャラリーではマグナム・フォトの著名な写真家による名画の裏側や日活が横浜で
撮影した映画のスナップなど、フォトジェニックなヨコハマの名場面を展示した写真展「MAGNUM CINEMA & 映画の中の
ヨコハマ」が開催されました。また、CP+会場（CP+、PHOTO HARBOUR、横浜市民ギャラリー各会場）間にシャトルバスが運
行されました。
また、三溪園　鶴翔閣では今回で3回目となる高円宮妃殿下による鳥の写真展が開催されました。
横浜市内の各所で実施されたパートナーイベントは2017年1月から3月
の開催期間中、86を数えました。

主なパートナーイベント

高円宮妃殿下写真展　ー鳥たちの煌きⅢー
2/28（火）～3/6（月）
場所／三溪園　鶴翔閣

篠山紀信展 写真力 
THE PEOPLE by KISHIN
1/4（水）～2/28（火）　場所／横浜美術館

連 動 イ ベ ン ト7.
◆告知活動スケジュール
■ 出展募集説明会

日時：2016年7月5日(火)
場所：田町・グランパークプラザ ３Ｆ ３０１
内容：開催概要、出展のご案内

■ 出展社説明会・小間割り抽選会
日時：2016年10月25日(火)
場所：田町・グランパークプラザ ３Ｆ ３０１
内容：開催概要、出展にあたっての注意事項説明、
　　 小間割り抽選

■ 海外プレスプレゼンテーション
 （サロン・ドゥ・ラ・フォト）

日時：2016年11月10日(木)
場所：パリ（フランス）
内容：開催概要、日仏連動企画ＺＯＯＭＳについて

■ 取材誘致活動
日時：2017年1月上旬より随時
内容：テレビ・ラジオ・新聞などのマスメディア向け

■ 会期中のプレス対応
日時：2017年2月23日（木）～2月26日（日）
内容：プレスルーム運営、出展社プレスリリース提供、
　　 ワールドプレミア情報発信など

■ 会期後フォロー
日時：2017年2月27日（月）～
内容：各種問合せに対応■ プレスリリース配信

日時：2016年7月6日(水) 、9月1日(木)、12月13日(火)、
　　 2017年1月31日(火)、2月7日(火)
内容：開催概要、フォトアワード”ZOOMS JAPAN”情報、
　　 新着情報など

■ CP+2017／フォト・ヨコハマ2017　
　合同記者発表会

日時：2016年12月13日（火）
場所：ＪＡ共済ビル カンファレンスホール
内容：企画概要、フォト・ヨコハマとの連携企画説明、フォトセッション

■ CP+2017 事前記者説明会
日時：2017年2月7日(火)
場所：田町・MA芝浦ビル３Ｆ （CIPA）
内容：企画概要、会場情報

＜提供ツール＞
●B1ポスター　●B3ポスター　●パンフレット（日・英）　●告知A4チラシ　
●プロフォトグラファー向け動画セミナー・動画エリア告知チラシ　
●一般招待状（日英併記） ●プレスタイム招待状（日英併記）　
●会場用パンフレット（日・英中）

◆出展社・来場者向けPRツールなど

会場用パンフレット
（日・英中版）

パンフレット（日・英版）
Google Analytics　日別ユニークユーザー数推移
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456,838
期間累計ユニークユーザー数

18,343

39,055
35,660

27,947

◆オフィシャルウェブサイト
＜日・英・中 対応＞

TOPページ
バナー
一 般 社 団 法 人 カ メ ラ 映 像 機 器 工 業 会（ C I P A ）、
photokina、SALON de la PHOTO、パシフィコ横
浜、フォト･ヨコハマ2017、御苗場、PHOTO! FUN! 
Z I N E ! 、横 浜 市 民 ギャラリー 、横 浜 美 術 館 、W o r l d 
Photographic Cup

Google Analytics　国／地域別のセッション数
国／地域 2015 年 2016 年 2017 年
日本 430,211 450,621 477,607
アメリカ 16,283 10,803 9,690
中国 10,619 3,463 7,773
ドイツ 7,203 4,432 4,526
香港 3,533 2,463 3,440
台湾 3,682 2,789 3,158
イギリス 3,859 2,499 2,475
フランス 2,836 1,844 1,971
カナダ 3,312 2,126 1,931
その他 29,789 19,507 20,365

合計 511,327 500,547 532,936

※2016年12月14日～2017年2月26日
の露出

※ユニークユーザー数は、セッション数で
はなく何人の人が訪問してきたかのカウ
ント。同一人物が何度訪問してもカウン
トは1とみなされます。

※計算方法が異なるため、日別ユニーク
ユーザー数と期間累計ユニークユー
ザー数は一致しません。

Hollywood, 1946 
Robert Capa © ICP /Magnum Photos

© 日活

サロン・ドゥ・ラ・フォト会場 フランスでのプレゼンテーション

ジョン・レノン　オノ・ヨーコ　
1980年

2016年報道写真展
1/7（土）～3/26（日）　場所／日本新聞博物館

「オバマ米大統領、平和への声明」
被爆地広島を訪れ、声明を発表するオバマ米大統領 ＝ 広島市平和記念公園

（2016年5月27日 読売新聞）

告 知 活 動8.
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◆交通広告
媒体種類 路線名 掲出期間

車内ビジョン

JRトレインチャンネル
（山手線・中央線快速・

京浜東北線・根岸線・
京葉線・埼京線・横浜線・

南武線・常磐線各停）

2 月 20 日 〜 2 月 26 日

メトロビジョン 2 月 20 日 〜 2 月 26 日
東急TOQビジョン 2 月 20 日 〜 2 月 26 日

まど上 相鉄全線 1 月 25 日 〜 2 月 24 日

ドア横
市営地下鉄ブルーライン 1 月 25 日 〜 2 月 24 日

市営地下鉄グリーンライン 1 月 24 日 〜 2 月 23 日
シーサイドライン 1 月 25 日 〜 2 月 24 日

駅ボード
みなとみらい線
みなとみらい駅
ツインボード

2 月 13 日 〜 2 月 26 日

駅貼りポスター (B1)

東横線みなとみらい線
横浜駅メガセット 2 月 20 日 〜 2 月 26 日

みなとみらい線全駅 2 月 13 日 〜 2 月 26 日
JR 東日本 123 駅

（フォト・ヨコハマ連携） 2 月 16 日 〜 2 月 22 日

◆雑誌広告

◆ウェブ広告

媒体名 出版社名 仕様 発売日

アサヒカメラ 朝日新聞出版 1c/1p 12 月 19 日

カメラマン モーターマガジン社 1c/1p 12 月 19 日

CAPA 学習研究社 1c/1p 12 月 19 日

日本カメラ 日本カメラ社 1c/1p 12 月 19 日

デジタルカメラマガジン インプレスジャパン 1c/1p 12 月 19 日

PHaT PHOTO シーエムエス 1c/1p 12 月 19 日

フォトテクニックデジタル 玄光社 1c/1p 12 月 19 日

媒体名 掲載期間

Facebook
Instagram 2 月   8 日〜 2 月 26 日

OZmall 2 月 16 日〜 2 月 22 日

雑誌広告

馬車道駅ポスターJRトレインチャンネル

相鉄線まど上

InstagramFacebook

グリーンラインドア横

みなとみらい駅ツインボード

「フォト・ヨコハマ2017」と
タイアップし、街全体でイベントを盛り
上げました。

◆フォト・ヨコハマ連動PR

CP+開催期間にあわせて、フォト・ヨコハマではスタンプラリーを実施。
6か所のラリーポイントのうち3か所以上をまわるともれなくフォト・ヨコハマ記念グッズをプレゼント。
1,079名の方がラリーを達成し、イベント会場の周遊を促進しました。

◆写真のチカラ スタンプラリー
　日時:2月23日(木)〜26日(日)

みなとみらい駅 コルトン

ラリーポイント
・パシフィコ横浜(CP+2017)
・BankART Studio NYK(PHOTO HARBOUR)
・横浜市民ギャラリー(写真展「MAGNUM CINEMA & 映画の中のヨコハマ」)
・横浜美術館(篠山紀信展 写真力 THE PEOPLE by KISHIN)
・2016年報道写真展(日本新聞博物館)
・APA写真展(みなとみらいギャラリー)
※各ゴール地点間ではシャトルバスを運行

パシフィコ横浜 1Fコンコース ラリーポイント

シャトルバス

写真のチカラ 
スタンプラリーMAP

横浜駅通路ポスター

みなとみらい駅 サイネージ

桜木町観光案内所 サイネージ東横線窓上ポスター

横浜駅ポスター

告 知 活 動8.



18 19

◆テレビ放送実績（関連イベントを含む）

局名 番組名 放送日 放送時間 ネット局数 露出分数
テレビ東京 モーニングチャージ 2月27日（月） 6:40～ 6局（全国） 約2分40秒

TVK 猫のひたいほどワイド 2月23日（木） 13:02～ ローカル 1分20秒

TVK ハマナビ 2月25日（土） 18:00～ ローカル 17秒
（フォトヨコハマとして25分58秒）

J-COM デイリーニュース 2月23日（木） 18:00～ ローカル 3分25秒
FaceBook Navi FaceBook Navi 2月23日（木） 11:00～ － 29分26秒
NHKワールド great gear 4月20日（木） － － －

◆新聞記事掲載実績（抜粋）
媒体名 発売日 記事内容

神奈川新聞（横浜） 2016.12.14 写真イベント多彩　フォト・ヨコハマ　
来年1～3月開催

日刊スポーツ（東京） 2016.12.14 「フォト・ヨコハマ」1月～写真の祭典

電波新聞（東京） 2016.12.14
CIPA/横浜市　

シーピープラスなど開催概要発表　
来年2月23日から26日まで パシフィコ横浜で

映像新聞（東京） 2016.12.26 2月23日-26日に横浜で開催　
CP+2017の概要を発表　動画エリアも設置

電化新聞（東京） 2016.12.26 CP+フォト・ヨコハマ
日経産業新聞（東京） 2016.12.29 グローバルビジネスカレンダー2017

映像新聞（東京） 2017.01.02 2017年の映像・情報通信主要行事（1）
日刊スポーツ（東京） 2017.01.20 横浜で写真の祭典

朝日新聞（県版）神奈川版 2017.01.21 映像とカメラ　最新機器展示　横浜で来月
週刊カメラタイムズ（東京） 2017.01.24 写真業界5団体新年会

電波新聞（東京） 2017.02.01 2月の業界メモ
埼玉新聞（さいたま） 2017.02.02 プレゼント「鈴木心写真館予約枠」を読者2組に

シティリビング（東京） 2017.02.03
2月23日（木）～26日（日）、

カメラと写真映像の情報発信イベント
「CP+(シーピープラス）2017」が横浜で開催

週刊カメラタイムズ（東京） 2017.02.07 CP+（シーピープラス）2017　
2月23日(木）から4日間

朝日新聞（札幌）夕刊 2017.02.10 Around Tokyo　最新カメラ　一堂に

シティリビング（横浜） 2017.02.10
2月23日（木）～26日（日）、

カメラと写真映像の情報発信イベント
「CP+(シーピープラス）2017」が横浜で開催

長野日報（諏訪） 2017.02.11 東京、神奈川で24日撮影会　カメラのフジモリ城南店
プリテックステージニュース（東京） 2017.02.15 ピクトリコ　CP+2017に出展

朝日新聞（県版）石川版 2017.02.16 Around Tokyo　最新カメラ　一堂に
日本経済新聞（県版）神奈川版 2017.02.16 シーピープラス2017

朝日新聞（県版）高知版 2017.02.17 Around Tokyo　最新カメラ　一堂に
紙業新聞（東京） 2017.02.17 「CP+2017」2月23日～26日までパシフィコ横浜にて開催
夕刊フジ（大阪） 2017.02.18 イベントガイド　来週どこ行こう?　何しよう?
映像新聞（東京） 2017.02.20 カメラと写真・映像の総合展「CP+2017」

電化新聞（東京） 2017.02.20 客層拡大にコラボイベント　
カメラ映像機器工業会　CP+2017

神奈川新聞（横浜） 2017.02.21 写真映像の醍醐味を　23日開幕　
広田さん、国際展示会に

週刊カメラタイムズ（東京） 2017.02.23 「写真・映像用品年鑑」2017年版　
CP+2017で配布

週刊カメラタイムズ（東京） 2017.02.23 市川泰憲の業界散歩　写真とともに…　34　
ソニー最古のレンズ

媒体名 発売日 記事内容
電波新聞（東京） 2017.02.23 デジカメ　シーピープラス2017
電波新聞（東京） 2017.02.23 CIPA　きょうから「シーピープラス」
毎日新聞（札幌） 2017.02.24 4K動画対応が充実

日本経済新聞（福岡） 2017.02.24 カメラ展示会　主役はソニー
日刊工業新聞（大阪） 2017.02.24 半導体新会社株　東芝、過半売却きょう決定
日経産業新聞（東京） 2017.02.24 カメラ展示会「CP+」開幕　ミラーレス、個性競う
神奈川新聞（横浜） 2017.02.24 カメラ好き必見　最新技術が集結　横浜でショー

朝日新聞（県版）神奈川版 2017.02.24 最新のカメラや写真用品が集合　パシフィコ横浜

電波新聞（東京） 2017.02.24 シーピープラス開幕　初日からにぎわう　
体験撮影コーナー人気　

陸奥新報（弘前） 2017.02.25 4K動画対応が特徴　横浜　カメラ見本市でPR
北海道新聞（札幌）夕刊 2017.02.25 4K動画対応カメラ充実

日刊工業新聞（東京） 2017.02.27 深層断面　カメラ改革・新事業育成　
ニコン、復権へのシナリオ

日経産業新聞（大阪） 2017.02.27 ソニーのデジタル一眼カメラ　
動画撮影モデル強化

電波新聞（東京） 2017.02.27 デジカメ各社　決定的瞬間を高品質撮影　
基本性能高める　写真や動画機能充実

電波タイムズ（東京） 2017.02.27 グラスバレー、GV Browserに新機能を追加　
コンテンツを自動的整理し管理が容易に

電波新聞（東京） 2017.02.28 業界最高クラスメモリーカード　ソニー、
4月発売　シーピープラスで紹介

ステイショナー（東京） 2017.03.05 カメラショー「CP+」開く　
121社が競って新製品を展示

映像新聞（東京） 2017.03.06 カメラ映像ショー「CP+2017」
存在感を強める動画撮影

DIGITAL SOUND 
MARKET（東京） 2017.03.06 CP+に約6万7000人　

パナソニックとソニー　期待の新製品アピール

週刊カメラタイムズ（東京） 2017.03.07 CP+(シーピープラス）2017開催　
各社競演、春商戦へ弾み

電化新聞（東京） 2017.03.13 世界をリードする総合的カメラ映像ショー
「CP+(シーピープラス）2017」キーノートスピーチ

オフィスマガジン（大阪） 2017.03.15 ユーザー裾野拡げる提案　CP展　
業界から多数が出展

日本写真興業通信（熊谷） 2017.03.15 CP+2017大盛況　女性も楽しめるイベント開催
東京スポーツ（東京） 2017.03.16 なぎら健壱　オヤジの寝言〈連載236〉

週刊カメラタイムズ（東京） 2017.03.21 マルミ光機から進化したレンズ保護フィルター
　強化ガラス採用「SOLID」

◆雑誌記事掲載実績（抜粋）
媒体名 発売日 記事内容

コマーシャル・フォト 2016.12.15 {click!}
隔月刊風景写真 2016.12.20 （!）INFORMATION　News & Event
PHaT PHOTO 2016.12.20 2017年もCP+に行こう!

航空ファン 2016.12.21 KOKU-FAN PLAZA
日経パソコン 2017.01.05 Chat Room
月刊ダイバー 2017.01.10 Monthly Information
アサヒカメラ 2017.01.20 TOPICS
カメラマン 2017.01.20 米ラスベガス「CES2017」リポート
カメラマン 2017.01.20 New Product Review 04

CAPA 2017.01.20 ZOOMS JAPAN 2017受賞者決定!
CAPA 2017.01.20 CAPA PHOTO DIARY

デジタルカメラマガジン 2017.01.20 The Editors' Photo Award ZOOMS JAPAN 
2017　エディター賞&パブリック賞決定!

日本カメラ 2017.01.20 まるごと新製品情報News
日本カメラ 2017.01.20 NEWS EXPRESS

フォトコン 2017.01.20 NEWS FILE　
カメラのワールドプレミア「CP+2017」開催

フォトテクニックデジタル 2017.01.20 情報　PICK UP
横浜ウォーカー 2017.01.20 ジモト活性化プロジェクト

月刊BOSS 2017.01.23 BOSS TOPICS　総合的カメラ映像ショー　
シーピープラスを横浜で開催

GoodsPress 2017.02.06 キーワードから探る!　
2017最新デジタル&傑作家電

Marine Diving 2017.02.10 情報コーナー
アサヒカメラ 2017.02.20 Color Print
アサヒカメラ 2017.02.20 MIRRORLESS STYLE

隔月刊風景写真 2017.02.20 編集部発Topic & Report
隔月刊風景写真 2017.02.20 !information　News & Event

CAPA 2017.02.20 レイルマン中井の鉄道写真研究会　TEKKEN!
CAPA 2017.02.20 2/23～26横浜で開催!　CP+

媒体名 発売日 記事内容
CAPA 2017.02.20 2017春満開!!ニューモデル完全ガイド
CAPA 2017.02.20 ニュースジャーナル

デジタルカメラマガジン 2017.02.20 安田菜津紀　vol.04　写真で伝えたいこと　
SEASON 04

日本カメラ 2017.02.20 NEWS EXPRESS

日本カメラ 2017.02.20 カメラはどう進化する?　
春の新製品まつり2017

日本カメラ 2017.02.20 上田晃司 & コムロミホがアテンド !　
CP+2017 へ出かけてみよう

日本カメラ 2017.02.20 日本カメラフォトコンテスト
フォトコン 2017.02.20 NEWS FILE

フォトテクニックデジタル 2017.02.20 情報 PICK UP
航空ファン 2017.02.21 ヒコーキを楽しむ人のための今月の新製品情報

コマーシャル・フォト 2017.03.15 中村成一が語るFUJIFILM GFX 50Sの魅力
I/O 2017.03.18 CP+2017

アサヒカメラ 2017.03.20 CP+2017 会場詳細リポート

カメラマン 2017.03.20 CP+2017 カメラマン・オリモトの逸品別嬪　
見いつけた!

CAPA 2017.03.20 CP+2017　緊急レポート　
東芝のメモリカードは進化が止まらない!

デジタルカメラマガジン 2017.03.20 最新　売れ筋カメラ・レンズ通信
日本カメラ 2017.03.20 CP+2017まるごと詳報

ビデオ SALON 2017.03.20 360°VR VIDEO WORLD　
第6回　CP+2017で気になったVR関連の展示

フォトコン 2017.03.20 カメラの祭典　CP+2017リポート
フォトテクニックデジタル 2017.03.20 CP+2017 REPORT

週刊東洋経済 2017.03.21 ニュース最前線　04　
月刊 EXILE 2017.03.25 PHOTO by NESMITH
放送技術 2017.03.28 「CP+2017」開催

　

◆ウェブ掲載実績（抜粋）
2016年12月13日～2017年3月14日　掲載件数：975件
掲載メディア名（初回掲載実績順）
dot.／@niftyニュース／Gunosy／エキサイトニュース／Yahoo!ニュース／PR TIMES／マイナビニュース／dメニュー／goo ニュース／Infoseekニュース／livedoor 
ニュース／MSNニュース／ニコニコニュース／マピオンニュース／楽天woman／デジカメWatch／favclip／Minkabuニュース／Shuffle／CAPAカメラネット／CAMERA 
fan／日経テクノロジーオンライン／@Press／ギズモード・ジャパン／BIGLOBE ニュース／Do／T-SITE／コネタ by auニュース／ネタりか／読めるモ／LINE NEWS／
ITmedia LifeStyle／Daily News Online／mixi ニュース／日経TRENDY／AV Watch／Engadget Japanese／リビングWeb／ITmedia PC USER／ASCII.jp／
TABIZINE／OKGuide ちょっと一息にぎやカフェ／OVO／ガジェット通信／共同通信社／Antenna／Social VR Info／NewsPicks／PRONEWS／INTER BEE ONLINE
／Jpubb／マチパブ／Plat by NAVITIME／Mofoo／S-MAX／ニュースウォーカー／Ameba News／GREE／ORICON NEWS／So-net ニュース／緑のgoo／家電チャ
ンネル／walkerplus／ドリームニュース／Stereo Sound ONLINE／マガジンサミット／vokka ／MdN Design Interactive／展示会とMICE／ペトハピ／Value Press
／RBB TODAY／ExpoTODAY／RBB SPEED TEST／週刊アスキーPLUS／神奈川新聞／47NEWS／this.kiji.is／コネクト／ハワイアンタウンズ／ツイナビ／ヨコハマ経
済新聞／Business Wire／産経フォト／AV&ホームシアター Phile-web／時事ドットコム／PC Watch／CNET Japan／財経新聞／タウンニュース／ロケットニュース24
／フィールドキャスター／AdverTimes／All About NEWS／日本経済新聞／教えて!goo ITライフch／BLOGOS／THE PAGE／anan news／Yahoo!映像トピックス／
Realplay／PETomorrow／ONLINE デジモノステーション／anan web／SANSPO.COM／イザ!／サンケイスポーツ／日刊スポーツ／テレ朝WEB／RETRIP／GetNavi 
Web／毎日新聞／エンタメOVO／産経ニュース／ZAKZAK／ウーマンエキサイト／LIMIA／Nicheee!／ITmedia Mobile／Hanakoママ

9. パ ブ リ シ テ ィ

◆海外メディア実績　

■ アメリカ DPREVIEW
■ アメリカ IMAGING RESOURCE
■ イギリス AMATEUR PHOTOGRAPHER
■ スペイン DSLR magazine
■ ドイツ Value Tech Network
■ フランス FOCUS NUMERIQUE
■ ポーランド OPTYCZNE
■ チェコ DIGIarena.cz

■ シンガポール STRAITS TIMES
■ 香港 PHOTO GEAR NEWS
■ 台湾 癮科技（cool3c）
■ 中国 数码影像(ZOL.COM)
■ 中国 蜂鸟网(fengniao)
■ 中国 新浪数码(sina)
■ 中国 环球网(huanqiu)
■ 中国 北方网(enorth.com)

ウェブ（抜粋）

◆ラジオ放送実績
局名 番組名 放送日 放送時間

FMサルース SALUS Lab　※ 1月6日(金) 14:20～
ラジオ日本 ホッと横浜　※ 2月9日(木) 16:30～16:35

ニッポン放送 ようこそ横浜　※ 2月10日(金) 10：47～
文化放送 横浜流儀～ハマスタイル～　※ 2月11日(土) 5:10～5:20

FMヨコハマ YOKOHAMA My Choice！　※ 1月29日(日)、2月19日(日) 8:30～9:00　
J-WAVE ALL GOOD FRIDAY 2月24日(金)、3月3日(金) 11:30～16:00

※フォト・ヨコハマ連携
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※来場者アンケートはウェブ事前登録、かつ実際に来場された方を対象に会期終了後実施したものです。（サンプル数：8,668件）

※計算上、一人当たりの平均来場日数は1.18日

♦都道府県内訳
　国内事前登録
　来場者：５2,499人

♦世代別内訳

男性：43,143人
81.2％

女性：9,971人
18.8％

0
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6,000

9,000

12,000

15,000
（人）

70歳以上60～69歳50～59歳40～49歳30～39歳19～29歳13～18歳0～12歳

14,411人
女性比

11,222人

6,058人

3,230人

　10,738人

6,820人

492人

62.6%
37.4%

143人

男性比

57.3%
42.7%

81.9%
86.6%

90.7%
91.6%

75.6%
68.4%

18.1%

13.4%

9.3%

8.4%

24.4%

31.6%

Q1 これまでにCP+に
来場した事はありますか？

Q2 来場された日を教えてください。
（該当する項目を全て） ＜複数回答可＞

今回初めて
来場した
31％

前回は来なかったが、
それ以前に

来た事がある。
13％

前回(CP+2016)も
来場した
56％

来年も
ぜひ来たい
60％

今はわからない 7％
来年は来ない
1％

来年も
来ると思う
32％

2/26（日）

2/23（木）

2/24（金）

2/25（土）

（％）
0 5 10 15 20 25 30 35 40

18%

32%

38%

29%

♦事前登録来場者
　総計：５3,114人

Q4 展示ブースの見かたについて、あなたの見かたに近いものをすべて選んでください。 
＜複数回答可＞

Q5 CP+の後で、あなたが行ったことがあれば、教えてください。＜複数回答可＞ 

事 前 登 録 者 プ ロ フィー ル

来 場 者 ア ン ケ ート結 果

（人）

その他愛知県茨城県静岡県千葉県埼玉県東京都

1.5% 1.3% 1.3% 8.2%6.2%7.9%

33.2%

4,326人
669人687人801人3,236人4,160人

神奈川県

40.4%

21,195人

17,425人

来場者数

0

5000

10000

15000

20000

Q6 今後もCP+に来たいと思われるかどうか
お聞かせください。

Q3 どなたかと一緒に来場されましたか?（該当する項目を全て）教えてください。＜複数回答可＞ 

（％）

子供と
親と

その他

自分1人で
友人または会社の同僚と

夫あるいは妻と

0 10 20 30 40 50 60 70

67%
23%

10%
3%

1%
2%

大手カメラメーカーは見ていない
事前に新製品情報を発信している所を見た

積極的に面白そうなものを探した
どうしても、中心にある出展社を多く見た

会場内のどこにあるかは、あまり関係なく見た
商品ゾーンを参考にして見た

商品ゾーンは気にした事がない
展示ブースは見なかった

ほとんど全ての出展社を見た
大手カメラメーカーは全て見た

大手カメラメーカーであっても、自分の気になる所だけ

38%
18%

43%
1%

11%
36%

3%
18%

7%
2%
1%

0 10 20 30 40 50

自分のブログに記事や写真をアップした
出展社のサイトで、気になった製品の情報を集めた

販売店で、気になった製品の情報を集めた
ウェブで、気になった製品の情報を集めた

販売店で、買いたいと思った製品の価格を確認した
ウェブで、買いたいと思った製品の価格をチェックした
(アンケートまでの1週間で)何らかの製品を購入した

知人・友人と CP+について直接話をした
SNSに記事や写真をアップした

50%
27%

8%
28%

17%
32%

11%
23%

5%

0 10 20 30 40 50

事 前 登 録 者 プ ロ フ ィ ー ル ・ 来 場 者 ア ン ケ ー ト 結 果10.
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11. 会場案内図


