
報 告 書

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

シーピープラス 2021 報告書

2021 年 4 月 20 日発行
編集・発行　　CP+ 実行委員会
お問い合わせ　CP+ 事務局
　　　　　　　http://www.cpplus.jp/

本書の内容の一部または全部を無断で複製及び複写する 
ことは、禁止いたします。

CONTENTS
	1.	開催概要	 ………………………… 1

	2.	出展社一覧	 ……………………… 1

	3.	実績報告	 ………………………… 2

	4.	主催者イベント・セミナー、

	 	連動イベント	……………………… 3

	5.	出展社紹介	 ……………………… 4

	6.	告知活動	 ………………………… 6

	7.	パブリシティ	 …………………… 7

	8.	登録来場者プロフィール	……… 8

	9.	来場者アンケート結果	………… 9



1

名称 CP+（シーピープラス）2021 ONLINE

会期 2021年2月25日（木）～2月28日（日）
2021年3月1日（月）〜3月31日（水）はアーカイブ公開

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／横浜商工会議所／日本貿易振興機構（ジェトロ）

特別協力 日本カメラ博物館／日本新聞博物館／横浜美術館

協力

公益社団法人応用物理学会／カメラ記者クラブ／東京写真記者協会／日本営業写真機材協会／一般社団法人日
本オプトメカトロニクス協会／一般財団法人日本カメラ財団／一般社団法人日本光学会／公益社団法人日本広告
写真家協会／公益社団法人日本写真家協会／一般社団法人日本写真学会／協同組合日本写真館協会／公益社
団法人日本写真協会／一般社団法人日本写真文化協会／一般社団法人日本電子回路工業会／日本フォトイメー
ジング協会／一般社団法人日本望遠鏡工業会／公益財団法人横浜観光コンベンション・ビューロー	 （50音順）

メディアパートナー
ASCII.jp、CAMERA	fan、カメラマン、CAPA、Shuffle、デジカメwatch、PHaT	PHOTO、photo	web	expo、フォ
トコン、フォトテクニックデジタル、PRONEWS	 （媒体名50音順）

入場料 ウェブ事前登録制（無料）

オフィシャルウェブサイト ・	http://www.cpplus.jp/	〈和文〉　・	http://www.cpplus.jp/en/	〈英文〉　・	http://www.cpplus.jp/ch/	〈中文〉

出展規模 出展企業数：20社

登録来場者数
4日間合計50,169人
（内訳）2月25日（木）16,305人・2月26日（金）13,093人・2月27日（土）11,657人・2月28日（日）9,114人
会期後のアーカイブ公開期間（3月31日まで）を含め、90,454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

コンセプト

出展社一覧

（50音順）

・	アトモス

・	エプソン販売株式会社

・	OMデジタルソリューションズ株式会社

・	カムラン

・	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

・	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

・	株式会社サードウェーブ

・	サイトロンジャパン／LAOWA

・	Silence	Corner,	Inc./CORNER	DESIGN	CO.,	
LTD

・	株式会社シグマ

・	ソニーイメージングプロダクツ＆ソリューションズ
株式会社／ソニーマーケティング株式会社

・	合同会社ZONER

・	株式会社タムロン

・	ツアーボックステック株式会社

・	株式会社ニコン／	
株式会社ニコンイメージングジャパン／	
株式会社ニコンビジョン

・	Nextorage株式会社

・	パナソニック株式会社

・	富士フイルム株式会社

・	株式会社マウスコンピューター

・	リコーイメージング株式会社

CP+2021は
初めてオンライン単独開催となりました。

オンライン開催によって、地方在
住の方など、より多くの来場者に
お越しいただくチャンスが広がり
ました。

CP＋2021	ONLINEは左記の4
日間の会期に加え、会期後1カ月
間「アーカイブ公開」を実施いた
しました。

開催概要1.

出展社一覧2.
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ワールドプレミア（世界初発表）
13機種の新製品が発表されました

レンズ交換式カメラ

■ソニー

■富士フイルム

■リコー

α1
FX3
FUJIFILM	X-E4
FUJIFILM	GFX100S
J	limited	01	

交換レンズ

■シグマ
■パナソニック
■富士フイルム

■リコー

SIGMA	28-70mm	F2.8	DG	DN	｜	Contemporary
LUMIX	S	70-300mm	F4.5-5.6	MACRO	O.I.S.
フジノンレンズ	XF70-300mmF4-5.6	R	LM	OIS	WR
フジノンレンズ	XF27mmF2.8	R	WR
フジノンレンズ	GF80mmF1.7	R	WR
HD	PENTAX-FA43mmF1.9	Limited
HD	PENTAX-FA77mmF1.8	Limited
HD	PENTAX-FA31mmF1.8	Limited

※企業名50音順　※CP+2021	ONLINE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+は、カメラ映像機器の分野において、世界でも有数のワールドプレミア発表の場として注目を集めています。
今回もたくさんのワールドプレミア製品がCP+2021	ONLINEに出展されました。

実績報告3.



3

キーノートスピーチ 「スポーツ写真の過去・現在・未来」

日時：2月25日（木）13：00～13：45

過去から今日まで、スポーツと写真は密接
な関係にありました。スポーツイベントが
未曾有の困難に直面している今こそ、数々
の名シーンを伝えてきたカメラの進化とス
ポーツジャーナリズムの発展の歴史、そし
てスポーツ写真の魅力について振り返り、
スポーツ写真の未来についても考えてみま
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　真栄田 雅也

アーカイブ公開Live配信 アーカイブ公開Live配信

アーカイブ公開Live配信

英語字幕付き

CIPAデジタルカメラマーケット・セミナー

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25日（木）14：00～15：00

日時：2月25日（木）15：30～17：00

会場で熱気を肌で感じられる機会はお預け
となりましたが、今回のセミナーでは、客観
的な統計情報だけに留まらず、写真ファン
の皆様のお声を共有させていただきまし
た。ユーザー調査「フォトイメージングマー
ケット統合調査」の結果報告にご注目いた
だきました。

「ミラーレスがもたらしたもの」
各社からミラーレス一眼が出そろい、すでにボディも第2、第3ラウンドを迎える
ほど活発になりました。ミラーレスになってカメラ、交換レンズ、アクセサリーは
どうなったのでしょうか、コロナ禍における写真の果たした役割などを含めて、
技術者の立場から、今と明日のカメラに対して議論をしてもらいました。

（敬称略）（敬称略）

一般社団法人カメラ映像機器工業会 
調査統計作業部会　部会長　太田 学

（社名50音順・敬称略）

〈モデレーター〉 市川 泰憲（日本カメラ財団（JCII））
〈パネリスト〉 高瀬 正美（OMデジタルソリューションズ株式会社）／
 日比 哲史（キヤノン株式会社）／関 信男（株式会社ケンコー・トキナー）／
 大曽根 康裕（株式会社シグマ）／
 高岡 俊史(ソニーイメージングプロダクツ＆ソリューションズ株式会社)／
 安藤 稔（株式会社タムロン）／山崎 聡（株式会社ニコン）／
 宇野 哲哉(パナソニック株式会社）／上野 隆（富士フイルム株式会社）／
 岩崎 徹也（株式会社リコー）

The Editors' Photo Award ZOOMS JAPAN 2021
CP+はカメラ・写真専門メディアのご協力を得て、
日本の写真家の世界進出を応援するフォトアワード

「ZOOMS JAPAN（ズームズ・ジャパン）2021」を開
催しました。今回の受賞者は以下の通りです。

（敬称略）

連動イベント
CP+2021 ONLINE　オープニングトークショー

CP+はカメラ記者クラブのご協力を得て、CP+2021 ONLINE初
日から投票が開始された「カメラグランプリ2021」の『あなたが
選ぶベストカメラ賞』の対象機種をご紹介いただくオープニング
トークショーを開催しました。
選考委員の赤城耕一氏、阿部秀之氏に加え、写真家の水咲奈々氏
に解説いただいた本トークショーは、CP+2021 ONLINE開催直
前イベントとして盛り上がりました。

エディター賞
夢無子

（作品名：「生きとし　生けるもの」）

パブリック賞
マネークリッパー吉沢

（作品名：「違和感」）

CP+出展社オリジナルグッズ プレゼントキャンペーン

CP+2021 ONLINE開催期間中
（2021年2月25日～28日）にロ
グインしアンケートに回答した方
に、抽選で出展社オリジナルグッ
ズをプレゼントするキャンペーン
を実施し、7,500名以上の方にア
ンケート回答いただけました。

アーカイブ公開Live配信

主 催 者 イ ベ ン ト ・ セ ミ ナ ー4.
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アトモス

カムラン

株式会社サードウェーブ

株式会社シグマ

エプソン販売株式会社

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

サイトロンジャパン／LAOWA

ソニーイメージングプロダクツ＆ソリュー
ションズ株式会社 ／ソニーマーケティン
グ株式会社

OMデジタルソリューションズ株式会社

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

Silence Corner, Inc./CORNER 
DESIGN CO., LTD

合同会社ZONER

出展社紹介5.
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CP+2021	ONLINEでは、より多くの来場者へ各社の注目コンテンツを発信するために「公式チャネル」を設け、会期中の4日間に計27コンテンツを配信しま	
した。
公式チャネルについては、ライブ配信中のコンテンツと次に配信予定のコンテンツの紹介をCP+2021	ONLINE	のTOPページに掲載し、メールマガジンを配
信するなどの事前告知も行いました。
このように注目度の高い公式チャネルは、多くの出展社にご活用いただきました。

株式会社タムロン

Nextorage株式会社

株式会社マウスコンピューター

ツアーボックステック株式会社

パナソニック株式会社

リコーイメージング株式会社

株式会社ニコン／株式会社ニコンイメー
ジングジャパン／株式会社ニコンビジョン

富士フイルム株式会社

CP+2021 ONLINE公式チャネル

出展社紹介5.
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◆告知活動スケジュール
■ オンライン出展募集説明会
日時：2020年10月28日（水）～WEBサイトにて出展募集開始
内容：開催概要、出展のご案内

■出展社説明会
日時：2020年12月4日（金）�WEB会議ツール（ZOOMウェビナー）にて実施
内容：開催概要、出展にあたっての依頼事項

■メールマガジン
日時：�2021年1月20日（水）、2月4日（木）、11日（木）、19日（金）、24日（水）、
� 25日（木）、26日（金）、27日（土）、3月1日（月）
内容：�フォトアワードZOOMS�JAPAN概要、開催概要、詳細続報など

■ プレスリリース配信
日時：2020年8月28日（金）、12月9日（水）、2021年1月19日（火）
内容：�開催概要、フォトアワードZOOMS�JAPAN受賞者発表など

■ CP+2021 ONLINE 記者発表会
日時：2021年1月19日（火）WEB会議ツール（ZOOMウェビナー）にて実施
内容：開催概要、質疑応答

◆オフィシャルウェブサイト

■TOPページ ■バナー
一般社団法人カメラ映像機器工業会（CIPA）、ASCII.jp、CAMERA�fan、
カメラマン、CAPA、Shuffle、デジカメwatch、PhaT�PHOTO、
photo�web�expo、フォトコン、フォトテクニックデジタル、PRONEWS

◆雑誌広告
媒体名 出版社名 仕様 発売日① 発売日②

CAPA ワン・パブリッシング 1c/1p 1 月 20日（水） 2月20日（土）

日本カメラ 日本カメラ社 1c/1p 1 月 20日（水） 2月20日（土）

フォトテクニックデジタル 玄光社 1c/1p 1 月 20日（水） 2月20日（土）

デジタルカメラマガジン インプレスジャパン 1c/1p 1 月 20日（水） 2月20日（土）

Hace�a�nice�PHOTO! シーエムエス 1c/1p 1 月 20日（水） 2月20日（土）

雑誌広告
◆ＷＥＢ広告

媒体名 出版社名 仕様 掲載期間

Webカメラマン モーターマガジン社 カルーセル広告 1月 20日（水）
～ 3月 31日（水）

PhaT�PHOTO シーエムエス 記事広告 2月 19日（金）

6. 告知活動
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◆新聞記事掲載実績（抜粋）
媒体名 発売日 見出し

電波新聞（東京） 2月25日 「CP+」特集

日経産業新聞（東京） 2月26日 カメラ展示会「CP+2021」　ウェブ需要取り込みに力

◆雑誌記事掲載実績（抜粋）
媒体名 発売日 見出し

月刊B-maga 2月10日 SATELLITE	REPORT　「APSCC2020」バーチャル会議〈続報2〉

日本カメラ 3月19日 CP+2021	ONLINE【視聴者参加レポート】

CAPA 3月19日 ニュースジャーナル

デジタルカメラマガジン 2月20日 CP+、今年はオンライン開催に!

日本カメラ 2月20日 CP+2021	ONLINEを楽しもう!!	&春の新製品詳報

◆ウェブ掲載実績（抜粋）
Ameba	News／ASCII.jp／au	Webポータル／AV	Watch／AV&ホームシアター	Phile-web／BIGLOBE	ニュース／CAPA	CAMERA	WEB／dメニュー／GetNavi	web
／goo	ニュース／Gunosy／Infoseekニュース／ITmedia	ニュース／LINE	NEWS／livedoor	ニュース／MdN	Design	 Interactive／MELLOW／mixi	ニュース／MSN	マ
ネー／MSNニュース／News	is	My	Precious／NewsPicks／ORICON	NEWS／PR	TIMES／PRONEWS／Shuffle／TABENAVI／this.kiji.is／Value	Press／Workout	
&	Rest／Yahoo!ニュース／エキサイトニュース／カグツチ／ガジェット通信／ギズモード・ジャパン／デジカメWatch／ニコニコニュース／ビデオSALON／マイナビニュース／
マピオンニュース／メディアリテ／めるも／わたしの文学館／岡山CLIPS／沖縄CLIPS／価格.com	新製品ニュース／群馬CLIPS／週刊アスキー／神奈川CLIPS／人生行路／大分
CLIPS／天守閣新聞／島根CLIPS／日刊エンタメクリップ／日本経済新聞／風が弱く吹いている／緑のgoo

◆海外メディア実績
IMAGING	RESOURCE／PERSONAL	VIEW／DP	REVIEW／Camera	Times／Optyczne.pl／LES	NUMERIQUES／techradar／PCmag／INDIA	TODAY／Fotointern.
ch

DP REVIEW PERSONAL VIEW PCmag techradar

7. パブリシティ
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◆世代別内訳

◆職種別内訳 ◆地域別内訳

◆男女比

男性
81％

女性
10％

非回答
9％

0 5 10 15 20 25 30 35
（％）

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 0％

1％

7％

14％

24％

31％

15％

8％

（％）
0 10 20 30 40 50 60

メーカー

流通・商社・小売店

フォトグラファー

会社員

学生

その他 28％

2％

54％

6％

3％

7％

（％）
0 5 10 15 20 25 30

東京

神奈川

関東(東京、神奈川以外)

中部

近畿

その他 11％

10％

10％

18％

24％

27％

登録来場者プロフィール8.
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Q2 あなたの使用しているカメラを教えてください。（あてはまるものすべて）

（％）

デジタル一眼レフ

ミラーレス

デジタルコンパクト

スマートフォン／タブレット

インスタント

フィルム一眼レフ

フィルムコンパクト

その他

34.6%
46.7%

46.7%
47.8%

6.0%
31.7%

11.2%
40.6%

0%
2.9%

0.7%
14.6%

0.1%
5.5%

100 20 30 40 50

0.7%
3.1%

持っている 最も良く使っている

Q3 あなたの写真撮影のレベルを自己評価してみてください。

0 10 20 30 40 6050
（％）

上級者

中級者

初級者

全くの初心者

該当なし

8%
54%

33%
4%

1%

Q4 あなたの動画撮影のレベルを自己評価してみてください。

0 10 20 30 40
（％）

上級者

中級者

初級者

全くの初心者

該当なし

2%
13%

38%
36%

11%

※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：7,512件）

（％）
0 20 40 60 10080

趣味

写真／動画撮影はするが、趣味とまでは言えない

自分ではあまり写真撮影はしない

写真／動画撮影関連の職業（プロを除く）

プロカメラマン

プロビデオグラファー 1％
5％
5％
1％
6％

82％

Q1 あなたの写真／動画撮影との関わりを教えてください。

来場者アンケート結果9.
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Q5 あなたの日常の写真／動画生活について教えてください。（あてはまるものすべて）

ドローンを使って写真や動画を撮影 2.5%
360°カメラなど、新しいタイプのカメラを使って写真や動画を撮影 3.4%

写真／動画を撮影する主な目的はテレワーク 0.7%
写真／動画を撮影する主な目的は家族や友人、イベント等の記録 16.9%

写真／動画を撮影する主な目的はSNSへの投稿 21.3%
写真／動画を撮影する主な目的は趣味の作品作り 41.0%

写真／動画をクラウドに保存 24.2%
動画をSNSに投稿 8.9%

動画をソフトウェアで編集・加工する

動画を主にウェブカメラで撮影

10.3%
1.2%

動画を主にビデオカメラで撮影 5.9%
動画を主にスマートフォンで撮影 15.7%

動画を主にデジカメ（一眼含む）で撮影 16.1%
動画を日常的に撮影 7.3%
写真をSNSに投稿 46.9%

写真をフォトブックにする 12.0%
写真をソフトウェアで加工 42.6%

写真を主にプリントして鑑賞

写真を主にスマホやタブレットで鑑賞

28.0%
53.3%　

0 20 40 60 80
（％）

写真を主にPCで鑑賞 71.1%

Q6 来場した具体的な目的を教えてください。（あてはまるものすべて）

0 20 40 60 80
（％）

その他

写真展示

セミナー・講演会

新製品に限らず、多くのカメラ・写真用品の情報取得

新製品情報の取得

2.1%
14.8%

56.9%
71.4%
68.4%

Q7 ＣＰ+2021 ONLINEについて、
ご感想をお聞かせください。

Q8 希望する今後の開催形態について
お聞かせください。

大変満足
14%

満足
67%

不満
17%

大変不満
2％

オンラインのみ
6%

リアルとオンラインの
同時開催
82%

リアルのみ
12%


