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参加無料

予約不要
大阪１０/２１（土）
会　場：ハービスOSAKA B2F ハービスHALL 大ホール

特 別 企 画 展

世界各地のあらゆる「奇妙なもの」を博物館的・美学的視点で追い続け、作品集「奇界遺産」を出版し、TBS系

「クレイジージャーニー」など多数のメディアで話題の写真家佐藤健寿氏の特別企画展を開催します。

「WUNDER」

＋ ＝

K E N J I  S A T O

プロの写真家から学ぶセミナーで充実した1日を！！

佐藤健寿 写真を
カタチ
に
写真をより楽しむために
「撮影」した写真を、イメージ通りに「プリント」できる楽しさ
「カタチ」にして得られる感動をお届けします。

「写真をカタチに」プロジェクト
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イベントに関するお問い合わせ
「フォトイベント事務局」 TEL：03-6276-7756
（受付時間 平日10：00～17：00 土・日・祝日、弊社指定休日を除く）
詳細は下記ホームページをご確認ください。
 http://www.epson.jp/photoforum/

会場アクセス

ハービスOSAKA  B2F
ハービスHALL  大ホール

●阪神「梅田駅」西改札より徒歩6分
●阪急「梅田駅」より 徒歩約15分
●JR「大阪駅」桜橋口より 徒歩約17分
●JR東西線「北新地駅」西改札より 徒歩約10分

大阪府大阪市北区梅田2-5-25

武蔵野美術大学卒業。世界各地の“奇妙なもの”を対象に、博物学的・美学的視点から撮影・執筆。写真集『奇界遺産』『奇界遺産2』（エクスナレッジ）は異例のベストセラーに。著書に『世界の廃墟』（飛鳥
新社）、『THE WONDER MAPS 世界不思議地図』、『SATELLITE』（朝日新聞出版社）、『TRANSIT 佐藤健寿特別編集号～美しき世界の不思議～』（講談社）、『諸星大二郎 マッドメンの世界』（河出書房
新社）など。TBS系「クレイジージャーニー」、NHKラジオ第1「ラジオアドベンチャー奇界遺産」、テレビ朝日「タモリ倶楽部」、NHK「ニッポンのジレンマ」ほかテレビ・ラジオ・雑誌への出演多数。トヨタ・
エスティマの「Sense of Wonder」キャンペーン監修など幅広く活動。

Profile 佐藤健寿

13：00～14：00
写真家 三好和義
KAZUYOSHI MIYOSHI

10：30～11：30
写真家 ハービー・山口
YAMAGUCHI HERBIE

■主　催：エプソン販売株式会社

雑誌タイアップ
「フォトコン」セミナー

写真家スペシャル
セミナー

開催時間
10：00～17：00



協力会社
（五十音順）

10：30
〜
11：30 1950年東京都生まれ。1973年からロンドンで10年間を過ごし、ロンドンの最もエキサイティングだった時代を体験。帰国後もアーティス

トとのコラボレーションや、市井の人々 にカメラを向けた作品を残している。エッセイ執筆、ラジオ、テレビなどのメデイアでの活動や、「フォ

トコン」誌上コンテスト、日本広告写真家協会、上野彦馬賞等、数多くの審査員を務める。

Profile ハービー・山口

「デジタルカメラマガジン」タイアップ作品展示 参加受付・プリントコーナー
写真雑誌「デジタルカメラマガジン」で連載の「カメラとレンズの実力を

なぜSC-PX5VⅡは引き出すことができるのか？」で紹介されたオリジナル

のプリント作品を展示。プロ写真家の撮影からレタッチ・プリントまでの

プロセスを紹介します。

用紙で広がる写真表現
用紙メーカーの協力のもと、様々なインクジェット用紙が一堂に会します。会場でお手に触れて

ご体感いただき、お気に入りの1枚を見つけてください。

写真コンテストの審査員を数多く務める写真家ハービー・山口氏と、写真
雑誌「フォトコン」編集長が、審査時に注目しているポイントを紹介します。

講師：ハービー・山口　進行：フォトコン編集長 藤森邦晃

雑誌タイアップ 「フォトコン」セミナー

プロの写真家が「みんなでつくる写真展」の中から、
気になる作品を講評。撮影に関してや、プリント・用紙
選びなど、今後の作品づくりに活かせるアドバイス
がもらえます。

講師：写真家 木下アツオ・柳本史歩

作品講評会

1958年徳島県徳島市生まれ。85年、デビュー写真集「RAKUEN」で、木村伊兵衛賞を最年少（当時）で受賞。以降、「楽園」をテーマに写真集

を数多く出版しながら、「伊勢神宮」「京都の御所と離宮」など、日本の伝統美をテーマにした写真も発表している。

Profile 三好和義

写真家三好和義氏が、ご自身の今までの作品展を例に、撮影からプリントまで

のプロの作品づくりのテクニックを紹介します。

講師：三好和義

写真家 三好和義スペシャルセミナー

あなたの作品づくりのスタイルにあわせたオススメのプリンターの

紹介やプリント設定の解説など、写真をイメージ通りにプリントする

ためのテクニックを紹介します。

エプサイトセミナー
「エプソンで楽しむ作品づくり」

アガイ商事株式会社 / アワガミファクトリー / 株式会社コスモスインターナショナル / ジェットグラフ株式会社 / 大豊和紙工業株式会社 / 

株式会社竹尾 / 株式会社PCM竹尾 / 株式会社ピクトラン / 株式会社ピクトリコ

撮 影 カタチに
する

レタッチ・
プリント

カメラ・レンズを知って
撮影をもっと楽しもう！！

自分のスタイルにあわせて
プリントを楽しもう！！

コンテストに挑戦して、
作品を多くの人に見てもらおう！！

カメラメーカー各社の最新のカメラが、会場に集合。
普段お使いのカメラについてのご相談も各メーカースタッフがお応えします。
また高画素カメラを使ったプリントもご覧いただけます。

「プリンター選び」「用紙選び」
「プリント環境づくり」を学んで、
楽しくプリントしましょう。

エプソンでは、皆様の発表の場となるように「エプソンフォトグランプリ」を開催しています。
写真雑誌「フォトコン」とタイアップしたセミナーから、プロの写真家のテクニックを学び、コンテスト
に挑戦してみましょう。

「撮影」「レタッチ＆プリント」「カタチにする」作品づくりにおいて大切な3つのポイントが学べる!!

13：00
〜

14：00

15：00
〜

16：00

お気に入りの写真を、ご自身でプリンターを操作してプリント
写真好きが集まる会場で、作品展示を楽しみましょう！

STEP1：会場に写真データをお持ちいただく。

STEP2：写真データを＜Colorio V-edition＞でA4サイズにプリントし会場内で展示。

※作品は、講評会終了後16：45以降にお持ち帰りいただけます。
※整理券に漏れてしまった方には、午後にプリントのみ体験できる時間帯をご用意いたします。

※時間に限りがございますので、すべての作品は講評
　できません。一部をピックアップして講評します。

柳本史歩木下アツオ

さらに、参加者には
  写真台紙プレゼント！

セミナープログラム

特別展示コーナー 写真をカタチに。みんなでつくる写真展

※セミナー内容は変更になる場合がございます。
※会場の座席数には限りがございます。立ち見での聴講をお願いしたり、入場制限をさせていただく場合がございますので予めご了承ください。

デジタルカメラマガジン 3-2017144 145

世界中のきらめきを捉える
夜景写真家

丸田あつし

D810Nikon

with

SPECIFICATION

有効画素数：
 3,635万画素　
記録解像度：

 7,360×4,912ピクセル　
ISO感度：64～12800　　
フォーカスポイント：51点
外形寸法（W×D×H）：

 約146×81.5×123mm　 
質量：約980g

カラーの色再現性と黒の階調にこだわった
顔料プリンター。黒濃度（ OD値）も写真光
沢紙で2.86とK3インクの2.26に比べてアッ
プしている。夜景写真をより美しく表現できる

Epson UltraChrome K3インクによる
豊かな階調表現で夜景を美しく再現する

SC-PX5VⅡ
インク：Epson UltraChrome K3インク　顔料8色
最高解像度：5,760×1,440dpi　
対応用紙：L判/KG/2L判/ハイビジョン/六切/四切/

A6縦～ A3ノビ縦　 外形寸法（W×D×H）：
616×369×228mm　 質量：約15kg

 Malta’s 
C H E C K  P O I N T

街のきらめきを
鮮やかに再現

暗部の中にある
微妙な階調を表現

夏の暑さで立ちこめた蒸
気の表情と光のきらめき
が見事に再現されている

RAW現像でギリギリまで
追い込んだ暗部もつぶれ
ずにプリントされている

A

B

A B

聞き手 ● 福島 晃（本誌編集長）　まとめ ● 山崎理佳

この町の特徴である、幾重にも重なるダイナミックな奇岩が表現のポイント。町明
かりのきらめきを鮮明に描写しながらも、シャドウ部である奇岩の微妙な階調を豊
かに表現できたことで、立体感があり空間を感じる作品になった

ニコン D810

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

焦点距離：58mm
撮影モード：絞り優先AE
絞り：F8
シャッター速度：20秒

露出補正：ー0.7EV
ISO感度：100
ホワイトバランス：3,800K
場所：ブラジル リオ

用紙：
写真用紙クリスピア
<高光沢>A3ノビ

カメラとレンズの実力を
は引き出すこと
ができるのか？

なぜ

SC-PX5VⅡ
E p s o n  P r o s e l e c t i o n

vol. 1

会場にお気に入りの写真データ（jpeg）１点をお持ちください！！
必ずご自宅でデータをバックアップし、〈USBメモリー、メモリーカード〉に
入れてお持ちください。
※複数のデータを会場にお持ちいただく際は、必ず１点選んでからお越しください。

※万が一、プリント時にお客様のデータが損なわれた場合、恐れ入りますが当社では一切責任を負いかねます。

※作品に使用する著作物、人物等被写体に関する著作権、肖像権上の許諾は参加者様の責任で行ってください。

※公序良俗に反する写真等、本イベントの趣旨にそぐわない内容だと判断した写真は、お断りさせていただきます。

※所定の人数に達した場合、受付時間内でも体験をお断りさせていただく場合がございます。

当日会場に
写真データを
お持ち
ください

必ず！

USBメモリー
メモリーカード

［受付時間］ 9：30～　　　   先着３００名

①14：15～14：45
②16：15～16：45

エプソンプリンター
ラインアップ
作品づくりを支えるエプソンのプリンターを紹介。

エプソンプロセレクション・Colorio V-edition

シリーズなど、皆様の作品づくりのスタイルに

あわせたプリンターをご提案いたします。

最新の
デジタルカメラを体験
カメラメーカーの協力で、最新のオススメカメラ

が一堂に会し、ご体験いただけます。

＜デジタル暗室＞
理想のプリント環境づくり
「プリントと画面の色合わせ」のお悩みを解決

してくれるモニター・測色機などの機材や、

レタッチする際に便利なツールを紹介します。

EIZO株式会社 / エックスライト社 / 株式会社ワコム協力会社
（五十音順）

オリンパス株式会社 / ソニーマーケティング株式会社 / 

株式会社ニコンイメージングジャパン / 

リコーイメージング株式会社

協力会社
（五十音順）

最新機材展示コーナー

当日受 付 整理券配布




