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フェスティバル
２０１７

写真愛好家を応援する各メーカーが、「新宿」を「写真」で熱く盛り上げます！！
各ショールームをまわるとプレゼントがもらえるスタンプラリーにも、是非
ご参加ください。

3 オリンパスプラザ東京

住　　  所：東京都新宿区西新宿1-24-1
営業時間：11：00～19：00  休館日：木曜日

開催場所：エステック情報ビル B1F

2 リコーイメージングスクエア新宿

住　　  所：東京都新宿区西新宿1-25-1
営業時間：10：30～18：30  休館日：火曜日

開催場所：新宿センタービル MB

1 ニコンプラザ新宿 THE GALLERY

住　　  所：東京都新宿区西新宿１-6-1
営業時間：10：30～18：30  休館日：日曜日

開催場所：新宿エルタワー 28F

※写真展最終日は15：00までの展示となります。
※詳しい会期・開催時間は、ニコンプラザ新宿HPをご確認ください。

※写真展最終日は15：00までの展示となります。
※詳しい会期・開催時間は、オリンパスプラザHPをご確認ください。

※写真展最終日は16：00までの展示となります。
※詳しい会期・開催時間は、リコーイメージングスクエアHPをご確認ください。

4 ソニーα・RXシリーズ体験会

「新宿写真フェスティバル」
スタンプラリー
開催期間中に各メーカーのショールームをまわってスタンプを全部集め
ると、エプソンのオリジナルグッズをプレゼントします！！

5 エプソンイメージングギャラリー エプサイト

各会場MAP

スタンプ
欄

スタンプ
欄

スタンプ
欄

住　　  所：東京都新宿区西新宿2-1-1
開催時間：9/23（祝・土）・30（土）の両日 10:30～18:30

開催場所：新宿三井ビル29F
        31Builedge小会議室

スタンプラリー
は実施して
おりません

9/23（祝・土）・9/30（土）の2日間
限定のイベント開催

イベント

ミラーレス一眼カメラαや大型センサーを採用したRXシリーズの
最新機種をお試しいただけます。

住　　  所：東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル1F
営業時間：10：30～18：30    休館日：日曜日

開催場所：新宿三井ビル1F

9/23（祝・土）・9/30（土）・10/7（土）
エプソンニューフォトフォーラム2017を開催

イベント

新宿写真フェスティバル期間中、特別セミナー開催。詳細は、本チラシ裏面及び、
エプソンニューフォトフォーラム2017東京チラシをご覧ください。

※プレゼント引換時に提示できるスタンプシートはおひとり様1回につき、1枚のみになります。
※プレゼントは受付で引換いたします。
※プレゼントには数に限りがございます。お早目に引換をお願いします。

プレゼント引換場所
エプソンイメージングギャラリーエプサイト
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ト 野鳥撮影トーク① 小田切裕介9/24（日） 12：30～13：30

野鳥撮影トーク② 佐藤岳彦9/24（日） 15：30～16：30

畠山公妥 写真展 「ally」9/22（金）～9/27（水）

山崎弘義 写真展 「Around LAKE TOWN」9/29（金）～10/4（水）

小池彩子 写真展 「Vamos（ヴァモス）」10/6（金）～10/11（水）

野鳥撮影トーク① 中村利和、 菅原貴徳9/23（土） 12：30～13：30

野鳥撮影トーク② 里川正広、 掛下尚一郎9/23（土） 15：30～16：30

写
真
展

イ
ベ
ン
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岩橋崇至 写真展 「北アルプス　花」9/13（水）～9/25（月）

火車撮影家集団 写真展 「世界の線路端からII」9/27（水）～10/2（月）

山本治之 写真展
「ぶな林彷徨―美しきぶな林の四季―」10/4（水）～10/16（月）

K-70使い方教室 （有償・事前予約）9/23（土） 15：00～17：30

米美知子 風景写真教室 （有償・事前予約）

山田愼二ポートレート撮影講座 （有償・事前予約）

10/6（金） 18：30～20：00

10/7（土） 10：30～18：00
　　　　　（3部構成）

9/19（火）～9/25（月）
全日本写真連盟 写真展
「全日本写真展 2017」

ニッコールクラブ池袋支部 写真展
「せおと・ひとおと ～東京川散歩」

9/19（火）～9/25（月）

鶴田真由×小林紀晴 写真展
「Silence of India」

9/26（火）～10/16（月）

鶴田真由×小林紀晴 ギャラリートーク10/7（土）
①13：00～ ②16：00～
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開催期間 9.22.FRI    10.7.SAT

スタンプが
3つたまったら

epSITE



会場アクセス

●東京メトロ丸の内線「西新宿駅」2番出口より徒歩4分　●都営大江戸線「都庁前駅」A1出口より徒歩2分　●JR・小田急線・京王線「新宿駅」西口より徒歩8分

エプサイトに関するお問合せ

エプソンイメージングギャラリー エプサイト

エプソンイメージングギャラリー エプサイト 特別企画展

「W U N D E R」
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。

開催期間 9/22（金）～10/19（木） 開催時間 10：30～18：30（最終日は14:00まで）日曜休館（祝日は開館）

佐藤健寿
K E N J I  S A T O

プロ写真家から学ぶセミナーで充実した3日間を！

2017
開催期間 9/23（祝・土）・9/30（土）・10/7（土） 開催時間 10：30～18：30

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。

参加無料

住所：東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル1F 「エプソンイメージングギャラリー エプサイト」
TEL：03-3345-9881（開館時間：10:30～18:00  休館日：日曜日、夏期、年末年始）

スマートフォンで撮影した写真。パソコンを使わなくても簡単にプリントできることご存知ですか？様々な用
紙サイズでのプリント、様々な種類の用紙にプリントして、飾ったりプレゼントして楽しみましょう。この講座
では、プリンターとスマホ接続の基本や、手軽にできるプリント方法をご案内します。

スイスの用紙ブランド SIHL社の
ファインアート紙をご紹介。
A4サイズ1枚ずつ無料でお試しいただけます。

前半では、インクジェット専用和紙「AIJP（アワガミ インクジェットペーパー）」の素材、選び方、プリント時の
注意点など基礎的なご案内を。後半ではAIJPを使った作例をご覧頂くほか、飾り方の例として木製パネル
への水張りの実演をご覧頂きます。エプサイトフォトセミナーでは本内容の実践講座をご用意しています。

写真の部分的な明暗調整ができたら…と思ったことはありませんか？プリントの仕上がりをワンランク
アップさせる部分的な補正方法について、Adobe®｠Photoshop®を使ってご紹介します。また、デリケート
なレタッチ作業に便利なペンタブレットや、調整した写真をモニターの表示通りにプリントする方法・色を
確認するための光源についてもご紹介します。

額装についての知識や技術をプロから学ぶ講座です。裏打ちの方法、マットや額縁の種類と効果、必要な材
料や道具の知識など、効果的に飾るためのノウハウをご紹介します。ギャラリーでの展示はもちろん、自宅
に作品を飾る際にも役立つ情報を展示の実績を積み上げてきたフレームマンが、プロの視点でお話しいた
します。エプサイトフォトセミナーでは本内容の実践講座をご用意しています。

明るさの補正はフォトレタッチの基本です。まずはここから始めましょう。
Photoshop® Elementsの「レベル補正」を使った基本の操作方法をご紹介します。

ジェットグラフ（株）が輸入・販売を行う、ふたつの個性的なメーカーの高品位インク
ジェットペーパーのプリント体験会。使用するペーパー（A4）はニューフォトフォーラム
限定特価で販売、組み合わせ自由の2枚特別セットをご用意します。（有料400円～）

RAW現像の入門講座です。RAWのメリット、デメリット、露光量、WBの補正など基本的な使い方の概要を
Adobe® Photoshop® CCにプラグインされたAdobe® Camera Rawを使ってご紹介します。 

神宮御用紙としての伊勢和紙の歴史と、近年の写真用伊勢和紙開発の背景をご紹介。
「伊勢和紙Photo」「手すき伊勢和紙」各シリーズの使いこなしについても解説します。プ
リンターの設定・プロファイルの活用方法を知り、思い通りの作品を作りましょう。

日 程 開催時間 タイトル 講師 内 容

10/2
（月）

9/30
（土）

10/3
（火）

10/4
（水）

10/5
（木）

10/6
（金）

●用紙体験会
　SIHL Master Class × FRUBO
　プリント体験教室

●用紙体験会
　イルフォード×ハーネミューレ
　プリント体験会

和紙プリントの基礎と手軽で楽しい
和紙プリントの飾り方
（座学編）

プリントの仕上がりが変わる！
初めての部分レタッチ＆モニターの
色合わせ

額装・展示の基礎知識

●用紙体験会
　伊勢和紙を楽しもう。

Adobe® Photoshop® Elements
でレベル補正

スマホで写真プリント

アガイ商事
株式会社

ジェットグラフ
株式会社

大豊和紙工業
株式会社

エプサイト

EIZO株式会社
株式会社ワコム
エプサイト

エプサイト

エプサイト

株式会社
フレームマン
牧重和

アワガミ
ファクトリー
工藤多美子

始めよう！RAW現像 

エプサイト特別セミナー スケジュール

13：00～18：00

①11：00～12：00
②13：00～14：00

11：00～12：00

13：30～14：30

13：00～14：00

11：00～12：00

13：00～18：00

11：00～12：00

13：00～15：00

・データはjpgデータのみのお取り扱いとさせていただきます。（Rawデータ不可）
・データは必ずバックアップをとり、プリントご希望の画像のみUSBメモリーなどに入れてお持ちください。

写真データ
をお持ち
ください！

写真データ
をお持ち
ください！

写真データ
をお持ち
ください！

用紙体験会の持ち物

予約不要 定員30名

※17：45まで随時受付

※17：45まで随時受付

【用紙、選び方のヒント説明会】 
①13：30～
②15：30～
③17：00～

各回
用紙お土産付

※お席はご用意していますが満席の場合、立ち見での聴講とさせていただく場合がございます。　※セミナーはすべて無料となりますが、プリント体験では一部有料となる場合がございます。
※「SIHL Master Class × FRUBO」「イルフォード×ハーネミューレ」のプリント体験は、開催時間中随時受け付けます。


