
び っ くり す る ほ ど 上 手 く な る！

フォトセミナーって
何やるの？

マリンフォトセミナー
主催：月刊『マリンダイビング』

「セミナー」ってオカタイ授業……!?
いえいえそんなことはありません。

講師が皆さんの疑問にお答えしながら
和やかな雰囲気で進めていきます。

昨年夏に弊社で行なわれた
「水中写真特別セミナー」を
少しのぞいてみましょう。

講師はプロの水中カメラマン！

初心者大歓迎

お一人さまでも
大丈夫！
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こんな人が受講しています

受講者の声

小川 保 原田雅章
1969年8月神奈川県生まれ。日本写真芸術1966699年年8月月神神奈奈川川県県生生ままれれ。日日日本本写写真真芸芸術術
専門学校卒業。日本写真家協会会員専門学校卒業 日本写真家家協協会会会会員員専専門専門学門学学校学校卒校卒業卒業。業 日日本日本写本写真写真家真家協協会会会会会員員
高校在学中にダイビングを始め、その感動を高高校校在校在在学学中中ににダダイビビングを始始めめ、そそのの感感動動をを
伝えるために水中写真を始める。伝伝えるためめにに水水中中写写真真をを始始めめるる。
卒業後、㈱水中造形センターに入社。卒卒業業後業後後、㈱㈱水水中中造造形形セセンンターに入入入社社。
国内外のダイビングエリアやビーチリゾー国国内内内外外ののダダイイビビンンググエエリリアアややビビビーーチチリリゾゾー
トを撮影。1998年フリーランスとして独立。トをを撮撮影影。。119988年年フフリリーーラランンススとしてて独独立立。
雑誌はもちろんTV、CF、映画の撮影協力雑雑誌誌誌ははももちちろろんんTTV、、CCFF、映映画画画のの撮撮影影協協力力
などでも活躍。ザトウクジラの撮影をライフなどででも活活躍躍。。ザザトトウウククジジララのの撮撮撮影影ををライフ
ワークにしており、1999年からは毎年久米ワワーーククににししてておおりり、199999年年かからららはは毎毎年年久久米米
島へ。写真展も開催している。ダイビング経島島へ。写真写真展展もも開開催催ししてていいるる。ダダダイイビビンンググ経経
歴29年、潜水経験は約5,800本。歴歴2299年年、、潜潜水水経経験験はは約約55,80000本本

1972年3月埼玉県生まれ。197722年年年3月月埼埼玉玉県県生生ままれれ
日本大学芸術学部写真学科卒業。日本大学芸術学部写真学科卒卒業業日本日本大本大学大学学芸学芸術芸術学術学部学部写部写真写真学真学科学科卒科卒業業
大学在学中に沖縄を何度も訪れ、島の風景や大大学学在在学学学中中にに沖沖縄縄をを何何度度も訪訪れれ、、島島島のの風風景景やや
人々に感動し、スクーバダイビングを始める。人人々に感動感動し、、ススククーーババダダイイビビンングググをを始始めめる
卒業後、㈱水中造形センターに入社。卒卒業業後後後、㈱㈱水水中中造造形形セセンンタターに入入社社社。
同社出版物である同同社社出出版版版物物でである『『マリンダイビング』､『マリママリリンンダダイイビビンンググ』グ』､『ママリリ
ンフォトンフォト』』』などの雑誌で活躍中。国内は伊豆ななどどのの雑雑誌誌でで活活躍躍中。国国内は伊伊豆豆
半島､紀伊半島半半島島､紀紀紀伊伊半半島島､､沖縄各島など沖沖縄縄各各島島ななどど､海外は南の島海海外外外はは南南のの島島
を中心にを中心心心に､､太平洋太太平平洋洋､インド洋イインンド洋洋､､カリブ海など20カカリリブブブ海海など220
カ国以上を撮影｡ダイビング経歴は23年カカ国国以以以上上をを撮撮影影｡ダイイビンンググ経経歴歴ははは223年年、約、約約
4,400本の潜水経験を数える。雑誌での取4,,400000本本のの潜潜水水経経験験をを数数ええるる。雑雑雑誌誌ででのの取取
材はもちろん材材ははももちちろろんん､､各地でフォトセミナーを開催。各地各地でフォォトセセミミナナーーをを開開催催。

　カメラを携えダイビングをするダイバーが近年一気に増えている。コンパカカメメララをを携携ええダダイイビビンングググををすするるダダイババーーがが近近年年一一気気気にに増増ええてていいいるる。ココンンパパ
クトデジカメ（コンデジ）から本格的な一眼レフまで、種類豊富なカメラがクククトトデデジジカカメメ（（ココンンデデジジ）かからら本本格格的的なな一一眼一眼眼レレフフままででで、種種類類豊豊富富ななカカメメララがが
各メーカーから続々と登場し、手頃な価格で手に入れられるものが増えたか各各各メメーーカカーーかからら続続々々と登登場登場場場しし、手手頃頃なな価価格格でで手手にに入入れ入れれれらられれるるももののがが増増ええたたかか
らだ。せっかくなら皆に見せたい！とSNSなどで共有する人も多い。手軽にららだだ。せせっっかかくくなならら皆皆にに見見見せせたせたいたいい！ととSNNSSななどどでで共共有有有すするる人人人もも多多いい。手手軽軽にに
始められるようになった水中写真だが、「なんとなく」撮っている人が非常始始始めめらられれれるよよううににななっったた水水水中中写写真真だだがだが、が、「「ななんんととななくく」」撮撮っってていいるる人人人がが非非常常
に多い。水中に限らずだが、実は写真はたった一言のアドバイスでグンと良ににに多多いい。。水水中中にに限限限ららずずだだががが、実実はは写写真真ははたたっったた一た一言一言言のののアアドドババイイススででググンンとと良良良
くなるもの。世界中の海を撮影しているプロの水中カメラマンが講師のフォくななるるものの 世界中の海海を撮撮影影ししてていいるプロの水中カメララママンンがが講講師師のフォくなるもの 世世界界中中のの海海を撮撮影しているププロロのの水水中中カカメメラマンが講講師師ののフフォォ
トセミナーなら、受講後は見違えるように水中写真が上手くなっているはず。トセセミナナーーなならら、受受講講後後ははは見見違違え違えるよよううにに水水中中写写真真ががが上上手手くくななってていいるるははずず。
プロの水中カメラマンに直接話を聞ける機会もなかなかない。普段疑問に思プププロロのの水水中中カカメララママンンにに直直直接接話話をを聞聞けけるる機機会機会会ももななかかななかかなないい。。普普段段疑疑問疑問問にに思思
っていることを質問できるチャンス！　少人数なので細やかなケアができ、っっってていいるるここととをを質質問問ででできるるチチャャンンスス！！　少少人人数数な数なののでのでで細で細細ややかかななケケアアががでできき、、
実力もぐんぐんついてくるはず。フォトセミナーに参加して、水中写真を楽実実実力実力力ももぐぐんんぐぐんんつついいててくくるるははずず。ず。フフォォトトセセミミナナーーにに参参参加加してて、て、水水水中中写写真真をを楽楽
しくステップアップしよう！しししくくスステテッププアアッッププししよようう！！

・周りに聞ける人がいないから。周りに聞ける人がいないから。
・自己流の勉強では限界があると思ったため。自己流の勉強では限界があると思ったため。
・外部ストロボが難しい！外部ストロボが難しい！
・全く知識はなくいつも闇雲に撮っているので。・全く知識はなくいつも闇雲に撮っているので
・撮った後の写真を見て「何か違う」と・撮った後の写真を見て「何か違う」と
思うことが多々あるため。思うことが多々あるため
・かっこいい写真を撮れるようになりたい！か こ 写真を撮れるようになりた ！
・Myカメラをもっと使いこなせるようになりたい。カ ラをも と使 なせるようになりた
・正しいライティングの仕方が知りたい。グ 知
・ストロボとライトの使い分けが
できるようになりたい。
・マンネリ気味でヒントが欲しい。ネリ気味で 欲し 。
・プロのノウハウを学びたい！プロのノウハウを学びたい！

フォトセミナーは
レベル別にコース
を設定しています。
「初心者コース」
はこれから水中写
真を始めようと思
っている人を想定
し、カメラの組み
立てからピント合わせなど基礎の基礎から講義。「わか
らない」は大歓迎！　何でも質問してください。

フォトセミナーで学んだ
ことの証です。
（この修了証は昨年のものです）

うまくなるには、とにかく触る
こと！　自分のカメラをお持ち
いただいて、学んだことをその
場で吸収（カメラをお持ちでな
い方にはお貸し出しします※数
に限りあり）。実際に動かし慣
れることで、水中でもスムーズ
に操作ができるようになります。

昨年参加された方々の感想です

実際の写真を見
たり操作をした
りと、座学だけ
じゃなかったと
ころが良かった
です。

プロが現場で培
ったことや体験
談等を元に講義
していて良かっ
たです。

ストロボやオー
トフォーカス、
構図など初めて
知ることばかり
だった。

実際にカメラを
使いながら試せ
て良かった！

プロのいろいろ
な写真を見られ
たのは良かった。

新しいカメラを
買うキッカケに
なった。

知らないことば
かりでためにな
った。

とにかく写真が
撮りたくなりま
した！

基礎の基礎から学べる

受講後には
修了証を
お渡しします

自分のカメラで実践

昨年開催のセミ
ナー後の打ち上
げの様子です

参加者募集!!



年
マリンフォトセミナー
コース紹介＆
募集要項

会場はココ ご予約について

初級コース

中級コース

一眼レフカメラコース

マクロ編

ワイド編

構図編

ご注意事項

ご入金と
キャンセルについて

　このコースはコンデジを基本としてこれから水中写真を始めようと思っている方ここののココーーススはははココンンデデジジをを基基本本本ととししててここれれかからら水水中水中写中写真写真真真をを始始めめよよううとと思思っってていいるるる方方
から、普段撮っていてどうも上手く撮れない、構図が今一つ、基礎をしっかりと学かからら、普普段段撮撮っってていいてどどうも上上上手手くく撮撮れれなないい、構構図図がが今今今一つ、基基礎礎ををししっっかかりりととと学学から 普段撮 ていいててどど も上上手く撮れない 構図がが今今 つつ 基基礎礎をし かりと学
びたいと思う方向けです。カメラの組み立てからピント合わせ、水没チェック、基びびたびたたたいいとと思思うう方方向向けけでですす。。カカメメメララのの組組み組み立み立立ててかかららピピンントトト合合わわせせ、、水水没没チチェェックク、基基
本設定の話など基礎の基礎から勉強します。水中写真をこれからやろうと思ってい本本設設設定定のの話話ななど基ど基礎基礎礎のの基基礎礎かかららら勉勉強強ししまますす。。水水中水中写写真写真真をををここれれかかららややろろううとと思思っっててていい
る方、始めたばかりという方、基礎をしっかり学びたいという方はぜひどうぞ！るる方方方、始始めめたたばばかかりりとといいうう方方、方、、基基礎基礎礎ををししっっかかりり学学びびたたいいいとといいうう方方方はぜはぜぜひひどどううぞぞ！！

　このコースはコンデジを基本として実際に海での撮影を想定し、基本的なノーマここののココーーススはははココンンデデジジをを基基本本本ととししてて実実際際にに海海で海でのでの撮の撮撮影影影をを想想定定しし、基基本本的的ななノノーーーママ
ル撮影からワイドコンバージョンレンズやクローズアップレンズ、ストロボや水中ルル撮撮撮影影かかららワワイイドコンババージジョンンレレンンズズややククロローーズズアアッッププレンズズ、スストトロロボボやや水水水中中ル撮影からワイドコンンババ ジジ ンレンズやクロ ズア ププレレンズズ ストロボや水中
ライトなどを使用したワンランク上の撮影など、作例を映しながら具体的なレクチライイトななどどをを使使用用ししたたワワンンラランンクク上上のの撮撮影撮影影ななどど、作作例例ををを映映ししななががらら具具体体的体的な的ななレレクククチチ
ャーを行ないます。わかりやすく講義しますので、どなたでも受講できます。ャャーーをを行行なないいまますす。す。わわかかりりややすすすくく講講義義ししまますすののでで、で、どどなななたたででもも受受講講ででききまますす。。

　このコースは一眼レフカメラとハウジングを使用して撮影する方向けです。コンここののココーーススはは一は一一眼眼レレフフカカメメラララととハハウウジジンンググをを使使用使用用ししててて撮撮影影すするる方方向向けけでですす。。コココンン
デジ、ミラーレス一眼との違いなど基本的なことから、レンズ＆ポート、被写体別デデジジジ、ミミララーーレレスス一一眼とのの違違いいいななどど基基本本的的ななここととかから、、レンズズ＆＆ポポーートト、被被写写体体体別別デジ ミラ レス 眼眼とのの違違いなど基本的なことから レレンンズズ＆ポ ト 被写体別
撮影法やレンズの画角による作品の変化など具体的な撮影法からワンランク上のポ撮撮影撮影影影法影法法ややレレンンズズのの画画角角にによよるる作作作品品のの変変化変化化ななどど具具体体的的なな撮撮撮撮影影法法かかららワワンンラランンクク上上上ののポポ
イントまで、じっくりレクチャーします。もちろん、初心者の方からベテランの方イインントトままでで、、じじっくりレレククチチャャャーーししまますす。。ももちちろろんん、ん、初初初初心心者者のの方方かかららベベテテラランンののの方方
までどなたでも受講可能です。ままでででどどななたたででもも受受講講可可能能でですです。す。。

カラフルなウミウシや、かわいい魚は、フォトジェニックな被写体です。カカラフフルルルななウウミミウウシシやや、かかわわわいいいい魚魚はは、、フフォトジジェェニニッッククなな被被写写体体でですす。。
しかし、小さな生き物の撮影は非常に難しいもの。せっかくの被写体も、ししかかしし、小小ささなな生生きき物物の物の撮の撮撮影影ははは非非常常にに難難ししいいもものの。。せせっっっかかかくのの被被写写体体もも、
毎回ピンボケになってしまうという人も多いのでは？　コンパクトデジカ毎毎毎回回ピピンンボボケケににななっっててししままううととといいいう人人人もも多多いいののでではは？？　ココンンパパククトデデジデジジカ
メの設定や、使用機材の使い方のコツを確認しながら、人気の被写体別にメメのの設設設設定定や定や、や、使使使用用機機材材のの使使いい方方方方ののココツツをを確確認認認ししながなががらら、人人気気のの被被写写体体別別にに
撮り方や、その被写体「らしさ」を表現する方法など解説します。撮撮りり方方方やや、、そそのの被被写写体体体「「ららししさささ」をを表表現現すするる方方法法ななどど解解解説解説説ししまますす。

水中写真を撮ってみると、ワイド写真の難しさを感じる人も水水中中写写写写真真真を撮を撮撮っっててみみるるとと、ワワイイイドド写写真真のの難難難ししささをを感感じじるるる人人もも
多いはずです。被写体のどこまでの範囲を、どの角度から撮多多いいはははずずでですす。。被被写被写体写体の体ののどどここまままででのの範範囲囲をを、、どどのの角角度度か度かかから撮ら撮撮
ればいいのかがわからず、散漫なまとまりのない写真になってしまう失敗れればばいいいいいののかかががわわかかららずず、、散散漫漫漫な漫なまとままりりののなないい写写真真にににななっっててししままうう失失敗失敗敗
も多いと思います。コンパクトデジカメでの、ワイド撮影のときのライテもも多多いいとと思思い思いいまますす。ココンンパパククトトトデデジジカカメメででのの、、ワワワイドド撮撮撮撮影影ののととききののラライイテテ
ィングや構図など、基本的な考え方と被写体別のコツを解説します。ィィンングググやや構構図図ななどど、、基基本基本的本的的なな考考考ええ方方とと被被写写体体別別ののココツツををを解解説解説説ししまますす。

デジカメの種類を問わず、写真を撮る上で、デデジジカカカメメのの種種類類をを問問問わわずず、写写真真真をを撮撮るる上上でで、、
構図を考えることは上手に見える水中写真の構構構図図をを考考ええるるここととはは上上手手にに見見え見ええる水水水中中写写真真のの
基本です。同じ被写体を撮影したのに、なぜか他の人と雰囲気が違う…基基本本で本でですですす。同同じじ被被写写体体をを撮撮影撮影影ししたたののにに、ななぜぜかか他他のの人の人人人人とと雰雰囲囲気気がが違違うう……
…。そんな経験はないですか？　構図の基礎を学んだ後、レンズの特徴を……。そそそんんなな経経験験ははなないいでいですですすかか？？？　構構図図のの基基礎礎をを学学んんだだ後後後後、レレンンズズのの特特徴徴をを
生かした水中写真ならではの被写体の撮影法まで、解説します。構図を意生生生かかししたた水水中中写写真真ななららででははのの被被被写被写体写体体のの撮撮影影法法ままでで、解解説説説ししまますす。。構構図構図図をを意意
識することで、写真のイメージが大きく変化します。識識すするるこことでで、写写真真ののイイメメーージジジがが大大ききくく変変化変化化ししまますす。

コース番号 コース名　 題材カメラ　日程 　　　　　　　　　　　 時間 定員／最小催行人数 担当講師 料金（税込） 資料本※
① 　初級　　　コンデジ ①4/20（水） ②4/27（水） ③5/11（水）  19:00～21:00　16名／6名      原田    18,000円　　 ○

1期　　   ②　　中級　　　コンデジ ①5/25（水） ②6/1（水） ③6/8（水）　  19:00～21:00　16名／6名      原田　 18,000円　　 ○
　　　　  ③　　一眼　　　一眼　　 ①4/21（木） ②4/28（木）   19:00～21:00　16名／6名      原田　 14,000円　　 ×
　　　　  ④　　初級　　　コンデジ ①6/22（水） ②6/29（水） ③7/6（水）   19:00～21:00　16名／6名      小川　 18,000円　　 ○
2期 　   ⑤　　中級　　　コンデジ ①7/20（水） ②7/27（水） ③8/3（水）   19:00～21:00　16名／6名      小川　 18,000円　　 ○
　　　　  ⑥　　一眼　　　一眼　　 ①5/26（木） ②6/2（木） 19:00～21:00　16名／6名      小川　 14,000円　　 ×
　　　　  ⑦　　マクロ編　コンデジ　6/23（木）　　　　　　　　　　　　 19:00～21:00　16名／6名      原田　   8,000円　　 ○
　　　　  ⑧　　ワイド編　コンデジ　6/30（木）　　　　　　　　　　　　 19:00～21:00　16名／6名      原田　   8,000円　　 ○
　　　　  ⑨　　構図編　 コンデジ／一眼  7/7（木）　　　　　　　　　　　　 19:00～21:00　16名／6名      原田　   8,000円　　  ○

  ⑩　　初級　　　コンデジ　6/18（土）  　　　　　　　　　　　 12:30～18:30　16名／6名      原田　 18,000円　　 ○
　  ⑪　　中級　　　コンデジ　7/2（土）  　　　　　　　　　　　  12:30～18:30　16名／6名      原田　 18,000円　　 ○

　　　　  ⑫　　一眼　　　一眼　　　4/23（土） 　　　　　　　　　　　  12:30～16:30　16名／6名      原田　 14,000円　　 ×
　　　　  ⑬　 マクロ＆ワイド編 コンデジ／一眼　7/9（土）  　　　　　　　　　　　  12:30～16:30　16名／6名      原田　 14,000円　　 ○

 
 

 

特別　　　

1Dayコース　　　　　　　　

※○となっているコースは資料本として『上手くなる水中写真』を使用します。お持ちでない方はご購入いただきます。￥1,680(税込み）
※参加者数が最小催行人数未達のためコースが実施されない場合は初回講義の14日前までにご連絡いたします。

途中で休憩

・セミナーの内容は変更セミナ の内容は変更
になる場合がございます。になる場合が ざ ます。

・担当講師は代講になる
場合がございます。

・定員は増える場合がご定 増 合 ご
ざいます。ざ ます

・セミナーを休まれる場・セミナ を休まれる場
合は必ず、セミナー事合は必ず セミナー事
務局までご連絡くださ務局までご連絡くださ
い。い。

・授業料のお振り込みはご入金のご案内を
ご返信させていただいてから1週間以内ご 信 内
にお願いいたします。ただし、お申し込にお願 たします ただし お申し込
みが授業日まで1週間を切っている場合みが授業日まで1週間を切 ている場合
は授業前日までにお願いいたします。は授業前日までにお願いいたします

・キャンセルは各コース初回授業の20日キャンセルは各コ ス初回授業の20日
前を過ぎた場合は100㌫料金が発生い前を過ぎた場合は100㌫料金が発生い
たしますのでご了承ください。たしますので 了承くださ 。

〒102-8612 東京都千代田区平河町2-10-1〒〒11022-886112 2 東東京京都都千千代代田田区区区平平河平河町河町町2--100-1
㈱水中造形センター2F  ㈱㈱㈱水水水中中造造形形セセンンタターー22F  03-3222-0311003-322222-00311

メールにて①希望コース②お名前③ご住所④電話番号を記載してお送りください。
折り返し事務局より予約の可否とご入金のご案内をご返信させていただきます。
定員になり次第締め切らせていただきますのでご了承ください。

3月14日（月）10:00～

東京メトロ有楽町線／半蔵門線
／南北線
永田町駅徒歩6分、半蔵門駅徒歩4分
麹町駅徒歩7分

最寄駅
予約
受け付け
開始日時

「水中写真の基礎を覚えよう」
デジカメを組み立てよう／水没チェックそれでOK？／液晶のアイコンの意味は？／基本設定などデジジカカメメをを組組みみ立立てよよう／／水水没没チチェェッッククそそれでOKK？？／液液晶晶ののアアイイココンンのの意意味は？？／／基基本本設設定定ななどど

「実践！　自分のデジカメを使いこなそう」
ピント合わせのコツ／動く生き物にピントを合わせる／海での取り扱いなどピント合合わわせせのコツ／／動動くく生生き物にピンントトをを合合わわせるる／／海海ででのの取取り扱いななどど

「被写体別撮影法＆構図の基本」
被写体別撮影法／構図の基礎徹底研究など被写体体別別撮撮影影法法／／構構図図図の基礎礎徹徹底底研研究究ななどど

「アクセサリーパーツを使いこなそう！」
ワイドコンバージョンレンズ、マクロコンバージョンレンズってすごい！／水中ライト撮影のススメワワイイドコンバーージジョョンンレレンンズズ、ママククロロココンンババージョンンレレンンズズっっててすすごごい！／／水水中中ラライイトト撮撮影影のススメメ
／ストロボを使いこなそうなど／／スストトロロボボをを使使いこなななそそううななどど

「撮影モード＆補正操作」
撮影モードを変えてみる／イメージに近い写真を作るなど撮影モモーードドをを変変ええててみみる／イメメーージジにに近近いい写写真を作作るななどど

「ワンランク上の構図を考える」
「写真」を「作品」に！　見せる作品になるように構図を解説。こんなに違うの？と思わせるテクニックを公開します！「写写真真」をを「作作品品」にに！　見見せせるる作作品にななるるよように構構図図をを解説説。こんななにに違違うの？？とと思思わせるるテテクククニッククをを公公開しまますす！

「一眼レフの特徴を知ろう！」
コンデジ、ミラーレス一眼、一眼レフのそれぞれの特徴／自分の機材で何ができるのかを理解するなどコンンデデジジ、ミミララーーレレスス一一眼眼、一一眼眼レレフのそれぞぞれれのの特特特徴徴／／自自分分の機材材でで何何ががででききるるののかかを理解解すするるななどど

「一眼レフ撮影のコツ」
ストロボの使いこなし／レンズの違い／被写体別撮影法／構図の基礎／「写真」を「作品」になどスストトロロボボのの使使いこなしし／／レレンンズズのの違違いい／被写体体別別撮撮撮影影法法／／構構図図の基礎礎／／「「写写真」をを「作作品品」になど
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