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２０２２. ７．８（金）９（土） @東京都立産業貿易センター浜松町館

体験する写真撮影機材展
第2回

フォトアクセサリーフェア2022



過去の実績：第１回 PAF2019 来場者は720名
■開催日：2019/6/18 （開催は1日のみ、Photonextと同日開催）
■会場：日石横浜ホール
■来場者数：720名 （リストバンドによる集計）うち7割がプロ/アマ・フォトグラファー



1.リニューアルした
東京都立産業貿易センターで開催

近未来的なインテリアに、自
動ロボットが走り回る広いエン
トラス。
新しい木の香りが漂うリニュー
アルした産業貿易センターで
開催します。



2.機材を試せる
撮影体験コーナー

撮影コーナー
セット撮影

（写真はイメージです）

様々な
画角/アングルで
撮影できる



イルコ・アレクサンダロフ
2022年開催も内定

大村祐里子

3.発信力のあるフォトグラファーによる
主催者セミナー

※下記は前回実績

他、著名フォトグラファー



展示（展示即売）

オープンセミナー
撮影体験コーナー

有料会議室(セミナー)

4.製品を様々な方法でアピールできる
豊富なオプション

スクールセミナー(タイアップ)



来場者の７割が「カメラマン」（プロ・アマ）
※2019年実績

出展料8万円(税別)～
※ブース制作不要

5. ターゲット層に低予算でリーチ
高コストパフォーマンス



著名写真家、写真教室による
スキルアップセミナー

→向上心の高い来場者を呼び込みます

有名カメラ店の即売会実施
→購買意欲の高い来場者を呼び込みます

(前回実績：フジヤカメラ様によるセール開催)

6.リアル展示会としての
集客施策



✜✜✜
検温、アルコール消毒、マスク着用の徹底。
その他、来場者がソーシャルディスタンスを確保で
きるよう、細心の注意を払って、感染症予防対
策を実施する予定です。

※ご来場者への、接種証明、PCR検査/抗原検査の結果提出
義務付けは行いません。

7.感染症予防対策



名称：Photo Accessories Fair 2022（PAF 2022）
フォトアクセサリーフェア 2022

主催：株式会社スタジオグラフィックス

開催：2022/7/8 12:00-18:00 （搬入9:00-11:30）
7/9  10:00-16:00 (搬出16:00-18:30)

会場：東京都立産業貿易センター浜松町館 ３F 北展示室
〒105-7501 東京都港区海岸1-7-1

集客予定人数：1,000名以上

入場料・無料
セミナー受講料・撮影体験料：無料/有料

コーナー：「展示・展示即売」 「セミナー」 「撮影」 「有料会議室」

開催概要



本イベントについて
■開催概要
プロやアドアマ・フォトグラファーのための、セミナー、撮影体験を主体とする写
真撮影機材展。
メーカースタッフによる専門的な説明と、充実したスキルアップ・セミナーが目玉。

■来場者のメリット

・最先端の撮影技術を学べるセミナー
・メーカー専門スタッフが直接行う最新機材・用品の説明
・機材を撮影体験コーナーで使って実感できる

■ターゲット
年齢層…30～60才台を中心とするプロ・ハイアマチュアで、

最新の写真撮影技術に関心を持つ層

レベル…初級～上級者まで



出展社とプロモーション
■出展・参加依頼先（予定）

・照明機材、レンズ、フィルター関連メーカー
・プリンター、用紙関連メーカー
・写真用品メーカー
・パソコン・メディア関連メーカー
・商社、出版社、写真教室その他

■出展社数（予定） 30社前後

■プロモーション

①PAFホームページ、Twitter、FacebooKページによる情報発信、
および、出展各社のオウンドメディアによるシェア拡散の協力。
②発信力のあるフォトグラファーの告知協力。
③デジカメWATCHなどの写真関連マスメディアへのパブリシティ



出展について
■出展企業・団体の要件

写真・映像関連製品の開発、製造、販売、サービスに携わる企業で、
本機材展の趣旨に沿った商材をラインナップしていること

■オプションメニューのお申し込みについて
オプションメニュー（オープンステージ・セミナー、撮影体験コーナー、有料会議室）
は、展示スペースをお申し込み頂いた出展社が、お申し込みいただけます。オプショ
ンメニューのみのお申込みはできません。

■物販について

物販を行う出展社は「展示即売コーナー」へ出展となります。決済は各社のブースで
行ってください。
別途手数料として、当日売上金額の5%を徴収させていただきます。（後日請求）



オープンセミナーのお申し込みについて
■オープンステージでは、セミナーを開催できます。

＜初日＞
１）12:10-12:50
２）13:10-13:50
３）14:10-14:50
４）15:10-15:50
５）16:10-16:50 
６）17:10-17:50 

＜二日目＞
１）10:10-10:50 
２）11:10-11:50
３）12:10-12:50
４）13:10-13:50
５）14:10-14:50 
６）15:10-15:50 

ステージコマ数： 12
1コマの時間： 40分
1コマの料金： 3.5万円(税別)

＜ステージ仕様＞
会場形式：壁面なしのオープンスペース
収容人数：椅子席：約40～50人、立ち見：
備品：大型液晶モニタ、講師用テーブル、受講者用椅子



有料会議室のお申し込みについて
■事前講義、講評会、有料セミナー、製品発表会などが開催できます。

＜初日＞
12:30-13:30 会①
13:50-14:50 会②
15:10-16:10 会③
16:30-17:30 会④

＜二日目＞
10:30-11:30 会⑤
11:50-12:50 会⑥
13:10-14:10 会⑦
14:30-15:30 会⑧

コマ数：8
1コマの時間：1時間
1コマの料金：3万5千円(税別)

＜有料会議室仕様＞
会場形式：４階 （展示会場とフロアが異なります）
収容人数：約100人（コロナ対応で2人掛け）
備品：180インチスクリーン、プロジェクター
その他：10分前から入室可



撮影体験コーナーのお申し込みについて
■スポンサーメーカーの機材を試し撮影できる「撮影体験コーナー」を設置。

＜初日＞
12:15-14:45 撮ー１
15:15-17:45 撮ー２

スポンサー枠1コマの時間： 2.5時間
1コマの料金：15万円(税別)

＜撮影コーナー仕様＞
会場形式：検討中、ご希望次第で複数設置の可能性あり
撮影人数見込：内容による
備品：機材テーブル

＜二日目＞
10:15-12:45 撮ー３
13:15-15:45 撮ー４



開催までのスケジュールについて

2022年1月中旬 開催概要のご案内
2022年２月中旬 ホームページよりお申し込み受付開始
2022年4月8日 １次申し込み締め切り
2022年4月下旬 出展場所・セミナー・撮影体験コーナー抽選会
2022年5月13日 ２次申し込み締め切り
2022年7月8日・9日 展示会開催

注１ 抽選会に参加するには1次申し込み締め切りまでに、専用フォームにて
お申込みください。

注２ １次申し込み以降の出展申し込み企業様の出展場所は、空きスペースを
運営事務局にて決定させていただきます。

注３ セミナー・体験イベント・会議室は１次申し込み締め切り以降に空き
がある場合は先着順にて受付をいたします。

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://free-designer.net/serach/entry.php?id=31998&search=%E7%94%BB%E5%83%8F&ei=CTyZVZeKNsS_mwWH4oD4Aw&bvm=bv.96952980,d.dGY&psig=AFQjCNGuWs7OwWp2_pv_khaxJQAAodRdnQ&ust=1436189966540960
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://free-designer.net/archive/entry12289.html&ei=BD2ZVcmqBua7mgW6gYfYDw&bvm=bv.96952980,d.dGY&psig=AFQjCNFWZjvdCXMa9NpCryOfPbboQb_I_Q&ust=1436192291671401


東京都立産業貿易センター浜松町館

３階展示ホール北 765m2

※2019年開催 日石横浜ホールの1.9倍

地上40階建てのオフィスタワー
展示会エリアは2020年9月14日にオープン
[住所] 〒105-7501 東京都港区海岸1-7-1
JR浜松町駅北口から約350m 徒歩5分
東京モノレール浜松町駅北口から約350m 徒歩5分
新交通システムゆりかもめ竹芝駅から約100m 徒歩2分
都営浅草線大門駅から約450m 徒歩7分

交通の便が非常に良い立地です



東京都立産業貿易センター浜松町館

外観

展示ホール

会議室



出展費用
■出展にかかる費用（税別）
出展料：８万円 (W180 ｘ D90 ｘ H74) ※テーブル追加は１本に付き ４万円

<オプション>
オープンステージ・セミナー１コマ（1時間）: 3万5千円
撮影コーナースポンサー1枠（2.5時間）：15万円
有料会議室 1コマ（1時間）： ３万5千円 （セミナー等に使用可能）
スクールセミナーとのタイアップ

■お申込み方法

■お申込み締切
2022年4月８日一次締切（コマ割抽選会参加可能）
2022年4月末予定 インターネットによるコマ割・セミナー・スポンサー抽選
2022年5月13日二次締切
※満枠になり次第早期に締め切る場合がございます

ホームページからお申し込みください。https://www.i-paf.com

https://www.i-paf.com/


開催中止・キャンセルに関して
新型コロナウィルスなどの感染症による影響により開催を中止する場合がございます

開催の最終判断：2022年5月25日（水）

<5月25日までに中止判断した場合の手数料>
１社あたり15,000円（税別）のキャンセル手数料をいただきます。テーブルの
申込数に関わらず、固定金額となります。

例）テーブル１本を追加し、120,000円（税別）で申し込んだ場合
キャンセル料：15,000円（税別）→お客様負担
払戻額：105,000円（税別）

5月25日を超えて中止の判断をした場合に関しては、お申込金の70％を限度と
して清算いたします。
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