報道関係各位

カメラと写真映像の
PRESS RELEASE
ワールドプレミアショー
CP+（シーピープラス）2018

2018年2月20日
ＣＰ＋事務局

開催概要

CP+２０１８まもなく開催！
会場限定のミニチュアカフェメニュー発表、
+（シーピープラス）2018
CPアジア最大級の写真集フェアPhotobookJPのイベント続報！
フォトアワードZOOMS
JAPANも４月より応募開始！
■ 開催日程：
2018年3月1日（木）～4日（日）
一般社団法人 カメラ映像機器工業会（CIPA）［代表理事会長：牛田一雄 所在地：東京都港区芝浦3-8-10
3月1日（木）
12：00～18：00 （※10:00～12:00 プレスタイム）
MA芝浦ビル］は、2018年3月1日（木）～4日（日）に総合的カメラ映像ショー、CP+2018をパシフィコ横浜
3月2日（金）・3日（土）
10：00～18：00
および大さん橋ホールにて開催いたします。

3月4日（日）

10：00～17：00

３つの最新トピック
※ プレスタイムはプレス関係者・特別招待者・プレスタイム招待券持参者のみの入場になります。
■ 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）／大さん橋ホール

田中達也監修ミニチュアカフェ
■入場料： 1,500円（税込）（ウェブ事前登録で無料）
障がいがある事を証明する手帳を持参の方、小学生以下の方は無料
限定オリジナルメニュー発表！
■ 主催： 一般社団法人 カメラ映像機器工業会（ＣＩＰＡ）
NHK「ひよっこ」のタイトルバックや日本をはじ
■ 協賛： 一般社団法人 日本写真映像用品工業会
め台湾などでの巡回展示で大活躍！ユーモアあふれ
■ 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）
るミニチュア写真で独自の世界を表現する田中達也
■ 特別協力：
とヨコハマ
グランド日本カメラ博物館／日本新聞博物館／横浜美術館
インターコンチネンタル ホテ
■
協力：
公益社団法人応用物理学会／カメラ記者クラブ／写真映像経営者協会
ルがタッグ！限定販売デザートメニュー発表！
／全日本写真材料商組合連合会／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／
初開催・アジア最大級の写真集フェア
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／
詳細続報！
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／パシフィコ横浜／マグナム・フォト東京支社／
世界各地の出版社・書店・アーティストが集結するア
+で立ち上げ。
公益財団法人横浜観光コンベンション・ビューロー／横浜市写真師会
（50音順）
ートブックフェアの写真集版がCP
石内都
鈴木理策 飯沢耕太郎
会場限定、豪華作家陣によるタブロイドや中平卓馬の
■
コーディネーター：
凸版印刷株式会社
特別展示、石内都、鈴木理策、飯沢耕太郎によるトー
クショーも必見！
■ 主な出展分野

PhotobookJP

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、
CP+が新進写真家を応援するフォトアワード

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

ZOOMS JAPAN 応募開始！

■ 出展社数・来場者数 （2018年2月20日現在）
あなたもパリで活躍のチャンスをつかみませんか
+が新進写真家をサポートするべく立ち上げた
？CP・出展社数：
128社・団体（共同出展18社含む） 前回121社・団体（共同出展12社を含む）
フォトアワードZOOMS
JAPANも４年目に突入。
・出展小間数： 1,123小間
前回1,116小間
過去受賞者は続々と活躍の場を広げています。４
（主催者ゾーン、メディアパートナー含む）
月よりいよいよ応募開始！会場では日仏受賞者の
・来場者数（目標）： 70,000人 （前回66,665人）
小宮山 桂
羅 思琦
展示とギャラリートークも！
※すべてのイベントタイトル、出演者、内容は、都合により変更させていただく場合がございます。
※変更があった場合は随時、オフィシャルウェブサイトにて告知させていただきます。

このプレスリリースに関するお問い合わせ先
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ＴＥＬ： 03-6427-1627
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ＣＰ＋広報事務局
担当：澤田、田口、佐藤
ＦＡＸ： 03-6730-9713 Email： info@kartz.co.jp
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CP+２０１８まもなく開催！
会場限定のミニチュアカフェメニュー発表、
アジア最大級の写真集フェアPhotobookJPのイベント続報！
フォトアワードZOOMS JAPANも４月より応募開始！
一般社団法人 カメラ映像機器工業会（CIPA）［代表理事会長：牛田一雄 所在地：東京都港区芝浦3-8-10
MA芝浦ビル］は、2018年3月1日（木）～4日（日）に総合的カメラ映像ショー、CP+2018をパシフィコ横浜
および大さん橋ホールにて開催いたします。

３つの最新トピック

田中達也監修ミニチュアカフェ
限定オリジナルメニュー発表！
NHK「ひよっこ」のタイトルバックや日本をはじ
め台湾などでの巡回展示で大活躍！ユーモアあふれ
るミニチュア写真で独自の世界を表現する田中達也
とヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテ
ルがタッグ！限定販売デザートメニュー発表！

初開催・アジア最大級の写真集フェア

PhotobookJP 詳細続報！

世界各地の出版社・書店・アーティストが集結するア
ートブックフェアの写真集版がCP+で立ち上げ。
会場限定、豪華作家陣によるタブロイドや中平卓馬の
特別展示、石内都、鈴木理策、飯沢耕太郎によるトー
クショーも必見！

石内都

鈴木理策

CP+が新進写真家を応援するフォトアワード

ZOOMS JAPAN 応募開始！

あなたもパリで活躍のチャンスをつかみませんか
？CP+が新進写真家をサポートするべく立ち上げた
フォトアワードZOOMS JAPANも４年目に突入。
過去受賞者は続々と活躍の場を広げています。４
月よりいよいよ応募開始！会場では日仏受賞者の
展示とギャラリートークも！

小宮山 桂
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羅 思琦

飯沢耕太郎

PRESS RELEASE

無料／当日参加・自由席
★ 数量限定！ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル協力
宐完宑完宄宗官宕守 宏完安守 田中達也氏監修 オリジナルミニチュアスイーツ、メニュー決定！

「宐完宑完宄宗官宕守季宏完安守 宆宄安守 宏宒官宑宊守」

監修：
宐完宑完宄宗官宕守季宏完安守
田中 達也

日常にあるモノで作り上げる独自のミニチュア世界。昨年のＮＨＫ連続テレビ小説「ひ
よっこ」のタイトルバックでも話題！宐完宑完宄宗官宕守 宏完安守の田中達也氏による、１年孴孵か
月のカレンダーをテーマにした、未公開作品を含む孴孵作品の展示に加え、ヨコハマ グラ
ンド インターコンチネンタル ホテルの協力を得て開発した、ここでしか食べられないオリジ
ナルミニチュアスイーツを各日各メニュー限定孵孳食販売！

★ 砂漠デザート

～パウンドケーキ砂漠と抹茶アイスのオアシス

★ 地球は甘かった

～三日月クッキーと宇宙アイス

★ 寝坊してすんマフィン

～ビスケットサンドの布団とマフィンの家

各メニュードリンク付／１日２０食限定：孴孯孵孳孳円（税込）※その他単品ドリンクメニューも提供します。

★ ヨシダナギ、詩歩の特別展示に加え、全トークゲストの特別パネル展示も決定！
★特別パネル展示
「宅室宦宮宪宵宲宸宱宧季宖宷宲宵宼」

★絶景トリックアート
フォトスポット

★ミニ特別パネル展示
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各ゲストによるフォト特別展示！

PRESS RELEASE
フォトカルチ ャーを体感 ・ 発信する!
ア ー ト ・ コ ミ ュ ニ テ ィ ス ペ ー ス

PHOTO HARBOUR （フォト・ ハーバー）
会場：大さん橋ホール
3/1（木）〜4（日)
（CP+の入場証で入場できます）
10:00〜18:00 （最終日は〜17:00）
アジア最大級の写真集フェア

Photobook JP

今回初開催のPhotobook JPはアジア最大級の写真集フェアです。アジアから世界に発信する国内外の出版
社やアーティストが一堂に集結。まさに写真集の現在を体験できる場所になります。

会場限定 オリジナルタブロイドの配布決定！
TABLOID

会場限定３０００部！充実の作家陣！PhotobookJPオリジナルタブロイドを配布！
参加作家：Yehlin Lee、石川直樹、鈴木理策、広瀬耕平、山谷佑介、細倉真弓、
森栄喜、深瀬昌久、Alec Soth、Jonas Bendiksen、Max Pinkers、
横田大輔、中平卓馬、阿部祐己、石内都、伊丹豪、尾仲浩二、草野庸子、
安村崇、Ed Templeton、Deanna Templeton、奥山由之、野口里佳、
Jungjin Lee、原美樹子
協力：山田写真製版所

特別展示

追加決定！

EXHIBITION

トークイベント
TALK
TALK

中平卓馬「氾濫」出版記念／テストプリント特別展示（CASE ブース）
追加決定！

3/2（金）12:00〜 『タイトル未定』菅沼比呂志（アートディレクター）
× 匿名的写真家集団 SPEW
3/4（日）15:30〜 『Photograph』 草野庸子（写真家）× 飯沢耕太郎（写真評論家）

その他トークイベントも盛りだくさん！詳細はオフィシャルサイトへ！

日本最大級の参加型写真展イベント

御苗場2018
注目のイベント

photobookjp.online

"自分の未来に苗を植えよう！"という趣旨から命名され
た「御苗場」。過去出展者のなかにはギャラリー所属の
作家としてのデビュー、海外での作品展示、また御苗場
をきっかけに、写真集を出版した人など続々と夢を形に
している人が生まれています。

■御苗場2018
チャリティオークション

■青山裕企×テラウチマサト
写真の世界で“楽しく闘う”ための全力授業

3/4（日）13:50〜14:50

3/2（金）16:30〜17:30

参加費：無料（作品購入は別途料金がかかります）

出演：青山裕企（写真家）、
テラウチマサト
（写真家・御苗場総合プロデューサー）

その他イベント盛りだくさん！詳細やお申し込みはオフィシャルサイトへ！
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www.onaeba.com

PRESS RELEASE

シ ー ピ ー プ ラ ス が 新 進 写 真 家 を 応 援 す る ア ワ ー ド

エディターズ・フォト・アワード

ズームズ・ジャパン 2019

2 0 1 8 年 ４ 月 作 品 募集 開 始 ！
応募期間

2018年4月2日（月）〜6月29日（金）

日本を代表する写真・カメラ専門誌の編集長７名がノミネート作品を選出。編集長推薦のエディター
賞と一般投票のパブリック賞を決定。受賞者はCP+およびパリの連携イベントでの展示に加え、多くの
写真関連イベントが行われる11月のパリで貴重な体験ができます。写真家として、国内外で活躍を目
指すあなたの応募をお待ちしています。

ZOOMS JAPAN授賞式
日仏ZOOMS合同展示＆ギャラリートーク

3/1(木) 15:00〜16:20

日⇔仏 逐次通訳

会場／展示ホール内 特設ステージ

パリで毎年行われる姉妹イベント”Salon de la Photo“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人の受賞作品との合同展示と、ZOOMS JAPAN2018授賞式、そして 日仏の受賞者、
審査に携わった編集長を交えたギャラリートークを実施します。
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PRESS RELEASE
展示ホール内に特設されるプレゼンテーションステージでも、
注目のイベント・セミナーが盛りだくさん！お見逃しなく！
日付

時間

会社名・団体名

隔月刊「風景写真」
月刊「フォトコン」

13:30～14:10

3/1
(木）

+

+

CP Editors' Photo Award
ZOOMS JAPAN 2018 授賞式
＆日仏ZOOMS ギャラリートーク

15:00～16:20

CP Editors' Photo Award
ZOOMS JAPAN 2018

11:00～11:40

CP PHOTO HARBOUR
（御苗場＆PhotobookJP）

12:00～12:40

CP 2018 中古カメラフェア

13:00～13:40

株式会社トリンプル

14:00～14:40

ハッセルブラッド ジャパン株式会社

プロフォトグラファーの
中判デジタルワークフロー

15:00～15:40

ベンキュージャパン株式会社

SW271で実現させる
本格的なカラーマネジメント環境

16:00～16:40

マンフロット株式会社

「どうしてプロは三脚を使うのか？」
写真を変える！三脚の活用術

17:00～17:40

横浜美術館

企画展「石内 都 肌理と写真」
及びコレクション展 ご紹介

11:00～11:40

株式会社タムロン

TAMRON Presents
「楽しんだモン勝ち！with T」
スペシャルトークショー

12:00～12:40

ハッセルブラッド ジャパン株式会社

H6D・X1D で何が出来るか

13:00～13:40

株式会社トリンプル

14:00～14:40

DJI JAPAN 株式会社

15:00～15:40

マンフロット株式会社

16:00～16:40

+

3/2
(金)

タイトル
新しい写真の楽しみ方
フォトマッチインターカレッジ
横浜でプレマッチ実現
大学対抗オールスター戦

+

登壇者
中西敏貴（写真家）
石川薫（「風景写真」編集長）
藤森邦晃（「フォトコン」編集長)
水島章広(産能能率大学経営学部教授）
大学写真部代表10名
坂本直樹（月刊カメラマン 総編集長）
佐々木広人（アサヒカメラ 編集長）
福島 晃（デジタルカメラマガジン編集長）
ダヴィッド・ミショー（写真家）ほか

御苗場：テラウチマサト（写真家・御苗場プロ

「御苗場から世界に飛び立った写真家 デーサー）、畠田大詩（御苗場ディレクター）
たちの活躍」 ＆「PhotobookJP」
オールドレンズ・ベストセレクション 澤村徹（写真家・ライター）
伊藤彰（光社 カメラファン）
最新デジタルカメラで使いたい
オールドレンズたち
中西敏貴（風景写真家）
風景写真×鉄道写真
長根広和（鉄道写真家）
フィールドを翔ける赤いマーキンス旋風
西村一光

中原一雄
モデレーター斎賀和彦

大澤紗蓉子（石内展担当学芸員）

諏訪光二（写真家）、並木隆（写真家）、
広田泉（写真家）、水谷たかひと（写真家）

上田晃司

3/3
(土)

3/4
(日)

自由雲台×BV-HEAD
被写体との距離が縮まるマーキンス
動画だけじゃない、
ドローンフォトの楽しみ方
〜ドローンならではの自在なアングル
「どうしてプロは三脚を使うのか？」
写真を変える！三脚の活用術

佐藤尚（風景写真家）
高橋よしてる（写真家）

イルコ アレクサンダロフの
光を操るテクニックA

イルコ アレクサンダロフ

イメージビジョン株式会社

17:00～17:40

株式会社フィールドレイク

Synology NASを使った
写真の快適保存術

11:00～11:40

東川町

「写真の町」東川町と写真甲子園

12:00～12:40

ベンキュージャパン株式会社

写真がうまくなる魔法の道具

13:00～13:40

DJI JAPAN 株式会社

14:00～14:40

CP 2018

16:00～16:40

イメージビジョン株式会社

+

パーフェクト・ドローン Mavic Air
〜プロフェッショナルの現場でも
十分通用するスーパーガジェット〜
+
CP 2018 ワールドプレミアアワード
授賞式
イルコ アレクサンダロフの
光を操るテクニックB

※すべてのイベントタイトル、出演者、内容は、都合により変更させていただく場合がございます。
※変更があった場合は随時、オフィシャルウェブサイトにて告知させていただきます。
5

茂手木秀行

イルコ・光の魔術師

写真甲子園実行委員会事務局
谷地 祐紀
東真子
モデレーター斎賀和彦
桐島ローランド

-

イルコ アレクサンダロフ

