
　　　　　 

平成 28年9月6日 

報道関係各位 

PPJ　プロフェッショナル・フォトグラファーズ・オブ・ジャパン 
 会長　堀　恵介 

副会長　福地　憲一 
副会長　河村　好朗 
実行委員長　岡本　昇 

謹啓　平素は当組合にご協力いただきありがとうございます。
メダルラッシュに沸いた、リオオリンピックが閉幕しました。日本を代表してスポーツ
で対抗するオリンピックは国中を熱狂の渦に巻き込みました。プロ写真の世界でもオリン
ピック形式を取り入れた国別対抗写真コンテスト、ワールド・フォトグラフィック・カッ
プが2013年より毎年開催されています。

 2013年に全米プロ写真家協会（PPA）とヨーロッパプロフォト連合（FEP）の呼びか
けによりアジアプロフォト連合（UAPP＝日本加盟組織）とオセアニアよりオーストラリ
アプロ写真協会が参加しプロ写真業界初のワールドフォトグラフィックカップが開催され
ました。第1回は2014年1月にアメリカ・アリゾナ州フェニックスで、第2回は2015年4月
にフランス・モンペリエで開催され、第3回は2016年ポルトガル・ポルトで開催。そして
2017年の第4回はアジア初の開催となり、日本の横浜にて決定しております。
世界が注目する写真のイベントが日本で開催されるという素晴らしい機会に写真に携わ
る日本の全ての人たちが力を合わせアピールすることができれば日本の写真市場はもっと
もっと盛り上がることと確信しています。
つきましては、アジア初のワールドフォトグラフィックカップを成功させるために報道
関係各位のご協力をお願いいたしたくプレスリリースを作成させていただきました。
ご一読いただきご協力いただければ幸いです。　　　　　　　　　　　　　　　　謹白 



 　　　　　  

アジア初　ワールド・フォトグラフィック・カップ　日本で開催！ 

ワールド・フォトグラフィック・カップ国際委員会は、2017年度を日本、横浜の地で
CHROMALUXE、KOYLAB、株式会社フォトクリエイト、コメット株式会社、A&Cギャ
ラリーの国際協賛、リコージャパン株式会社、キヤノンマーケティングジャパン株式会社、
株式会社ニコンイメージングジャパン、富士フイルムイメージングシステムズ株式会社、
エプソン販売株式会社、日本営業写真機材協会、株式会社神原の国内協賛によるワールド・
フォトグラフィック・カップ2017JAPAN横浜大会を開催します。 

個人受賞及び団体国別受賞の発表及び授賞式は、2017年2月23日ヨコハマ グランド イ
ンターコンチネンタル ホテルにて開催します。式典及び授賞式の運営は、開催国主管団体
としてプロフェッショナル・フォトグラファーズ・オブ・ジャパン（PPJ）が行います。 

WPC国際委員会は、ヨーロッパプロフォト連合（FEP）、全米プロフォト協会（PPA）、
アジアプロフォト連合（UAPP）、オーストラリアプロフォト協会（AIPP）の各大陸の
プロ写真家組織の協力により構成されています。 

WPCは、WPC国際委員会によって運営されており、世界４大陸からジン・フィリックス・
ベルナー（フランス）、デニス・クラフト（アメリカ）、ドン・ディクソン（アメリカ）、
カイル・リオン（オーストラリア）、ドン・マックレガー（カナダ）、ベント・ニガード・
ラーソン（デンマーク）、岡本昇（日本）が国際委員に選出され、そしてヨーゲン・ブラ
ンド（デンマーク）が国際審査委員長に選出されています。また最高経営責任者（CEO）
としてジョセッペ・スコッチ（イタリア）、チーフアドバイザーにデイビット・トラスト
（アメリカ）が加わり組織運営しています。 

このオリンピックスタイルの写真コンテストWPCに2016年は、27ヶ国が参加。内訳は
16ヶ国がヨーロッパ、6ヶ国がアジア、3ヶ国が北アメリカ、2ヶ国がオセアニアからの参
加でした。そして国別対抗ではポルトガルが見事ワールドカップを手中に収め、2位には
ロシア、3位はスロバキアが国別の栄誉を受賞しました。 

個人受賞の金メダルは、６つのカテゴリー(ネイチャー・コマーシャル・イラストレイテッ
ドデジタルアート・フォトジャーナリズム・ポートレート・ウェディング)の各最高得点者
に与えられ、2016年はフィンランド、スロバキア、スペイン、メキシコ、ロシア、ポル
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トガルの代表写真家がそれぞれ受賞しました。また。銀、銅のメダリストはオーストリア、
アメリカ、オーストラリア、チェコそして中国の代表写真家達でした。 

WPC2017のエントリーは、2016年9月30日に締め切られます。今年は新たな参加国が
多数増えており、過去最高の参加国による大会になる可能性があります。 

ヨーロッパのディフェンディングチャンピオンが、太平洋を越えてアジアの挑戦を受けま
す。各国の最も優れた写真家達がプライドを持って自国を代表し6つのカテゴリーに分か
れて金銀銅メダルを争います。そして個人受賞のポイント合計点の最上位国がワールド・
フォトグラフィック・カップ2017を手にすることができるのです。 

『2016年は世界からすばらし作品が多数集まり、甲乙つけがたい作品ばかりで、とても
興奮しました。そして各国のチームコーディネーターと21名の国際審査員は本当にすばら
しい仕事をしてくれました。』と審査委員長のヨーゲン・ブラントが語っています。 
そして2017年のWPC大会ははさらにすばらしい作品が集まり、各国作品は僅差で勝敗が
分かれるだろうと予測されます。 

『ユニークなコンテストからはとてもユニークな感情が生み出される』とWPCのCEOジ
ョセッペ・スコッチが付け加えています。『自国の代表になるというすばらしい機会を創
り出す、この様な写真の世界大会はいままで存在しませんでした。さあ、ワールドフォト
グラフィックカップに参加して前大会で私達が経験した情熱の高まりを再び日本で再現し
忘れられない祭典にしましょう』 

WPC CEO ジョセッペ・スコッチ　　2016年8月30日　イタリア、ローマにて。 
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The World Photographic Cup governing committee and our proud sponsors ChromaLuxe 
and KoyLab  give appointment to Yokohama, Japan, for the WPC 2017 award ceremony. 

Individual winners and the Cup winning Team of the 2017 World Photographic Cup (WPC), will be 
announced and awarded  on February 23 ,2017 in Yokohama, Japan. The event will be realized in 
cooperation with the PPJ, Professional Photographers of Japan association. 

The WPC  is sponsored by the FEP - Federation of European Professional Photographers, PPA – 
Professional Photographers of America, the UAPP – United Asian Professional Photography and 
the AIPP - Australian Institute of Professional Photography, and is governed by an international 
committee, formed by Dennis Craft (USA), Don Dickson (USA), Kylie Lyons (Australia), Don Mac-
Gregor (Canada), Noboru Okamoto (Japan), Bent Nygaard Larson and  Jørgen Brandt as the 
Chairman of the 2016 Judging panel  (Denmark) , plus Giuseppe Scozzi (Italy ) in the position of 
CEO and David Trust (USA) as Chief Auditor. WPC is officially supported by  2 important compa-
nies related to the photographic market, CHROMALUXE and KOYLAB. 

In the last third edition,  27 national photographic teams entered this one of a kind Olympics-styled 
competition, from 4 continents (16 from Europe, 6 from Asia, 3 from North America and 2 from 
Oceania), and Portugal won the Cup, with Russia and Slovakia in the second and third place.  In-
dividual gold medals for the six professional categories (commercial , illustrative, nature, photo 
journalism , portrait and wedding)  went to Finland, Slovakia, Spain, Mexico, Russia and Portugal. 
Also appears in the medals table:  Austria, USA,  Australia, Czech Republic and China!  

Registrations to the present edition of  the WPC  will close on September 30th (2016), New entries 
are announced  very numerous, and it will possibly reached the best ever number of  participating 
countries. 

The European defending champions will have to face the challenge coming for across the oceans 
(with Asian countries at the forefront). The most talented photographers will represent their country 
with pride, and will compete for individual gold, silver and bronze medals in all the 6 categories, 
while the national teams as a whole will enter the competition and based on the highest aggregate 
score in each category, will compete for receiving the WORLD PHOTOGRAPHIC CUP 2017.

 “Last year it has been exciting to see such a beautiful  images coming from around the globe, and 
really hard to judge them! “  commented the Chairman of  WPC Judging Committee Jorgen Brandt,  
who also tanked all team coordinators and the 21 international judges for their amazing job. “In the 
coming edition we expect  all teams  having even greater entries, and all countries will compete for 
sure  by a very narrow margin to determine the winner”.   “It’s a unique feeling coming out from a 
unique competition” -  added Giuseppe Scozzi, WPC Chief Executive. “Representing their home-
land at any level is an amazing opportunity and there has never been a program that involves pho-
tography like this. Now  we have it in the World Photographic Cup, and after the raising 
groundswell of enthusiasm we experienced in the last editions, we are all looking  forward to an 
unforgettable  celebration in Japan”.  　　　　　　Rome, Italy August 30th, 2016 
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FAQ 

１）WPCって何？団体？本部ってあるの？ 

ワールドフォトグラフィックカップ（World Photographic Cup）の略称で
2013年に全米プロ写真家協会（PPA）とヨーロッパプロフォト連合（FEP）
の呼びかけによりアジアプロフォト連合（UAPP＝日本加盟組織)とオセアニ
アよりオーストラリアプロ写真協会が参加しプロ写真業界初のオリンピック
スタイルを採用した国別写真コンテストの事です。本部はイタリアにあり世
界4大陸から10名の委員が選出され運営にあたっています。 

２）個人作品のコンテスト？国別のコンテスト？どんなふうにして決まる？ 

各国のWPCに認定された組織が６つのカテゴリー毎に各3点の写真、合計18
点を各国代表として選出します。 

３）賞には何がある？名誉となる理由は？ 

各カテゴリー毎にファイナリスト(入賞)１０作品10名が選出され、認定書が
授与されます。上位３位までは、金、銀、銅メダルも授与されます。また個
人受賞をポイント化して集計し国別の上位3ヶ国が国別団体として表彰され1
位にはワールドフォトグラフィックカップが授与されます。又受賞国内での
1年間の保管所持を許されます。 

４）写真を題材にしたイラストレーション、ドローイングが多く見受ける。 
応募作品は写真を題材に生かした絵画やイラスト、ＣＧでもいいの？ 

カテゴリー毎に細かくルールが決まっており、CG加工が許されるカテゴリー
許されないカテゴリーがあります。オリジナル作品は写真が必須でイラスト
は認められませんが、カテゴリーによっては写真を加工してイラスト風にす
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ることは許されています。WPC2017JAPAN公募ウェブサイト及び応募案内
チラシに応募規定が掲載されています。 

５）応募対象はプロのみなの？ 

プロアマを問いませんが日本国籍を有することが必要です。 

６）これまで日本ではどんな人達が応募してきた？ 

日本写真文化協会、日本写真館協会のホームページ上に過去の日本代表者及
び作品が公開されています。 

７）最近の作品の傾向は？どんな人達（職業、活躍分野）が入賞してきた？ 

上位に選出されている作品はいずれもインパクトの強い作品が多く、CGによ
る加工も相当されています。受賞者はいずれもその国を代表するプロ写真家
達です。 

８）受賞作品にはどんな作品があるの？ 

ワールド・フォトグラフィック・カップ ウェブサイトに過去の受賞作品及び
各国代表作品が掲載されています。是非ご覧下さい。 

http://worldphotographiccup.org 

９）横浜大会の開催スケジュールは？ 

2017年2月22日　水曜日　セミナー、ウェルカムパーティー 

2017年2月23日　木曜日　セミナー及び授賞式、ガラパーティー 

2017年2月24日　金曜日　各国代表者国際会議、WPC国際委員会会議 

2017年2月25日　土曜日　各国代表者及び国際委員会横浜観光 
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１０）取材できる対象は？ 

WPC全般に関してのご質問は 
ワールド・フォトグラフィック・カップ2017JAPAN 横浜大会 
実行委員長　岡本昇　　携帯　090-3260-2315までお問い合わせ下さい。 
日本代表決定後10月上旬にプレスリリース、記者会見を行います。 

１１）スポンサーは？ 

国際協賛としまして、CHROMALUXE、KOYLAB、株式会社フォトクリエ
イト、コメット株式会社、A&Cギャラリー、です。 
国内協賛としまして、リコージャパン株式会社、キヤノンマーケティング
ジャパン株式会社、株式会社ニコンイメージングジャパン、富士フイルムイ
メージングシステムズ株式会社、エプソン販売株式会社、日本営業写真機材
協会、株式会社神原、です。 
以上は、2016年9月6日現在です。 

１２）一般のお客さんが参加したり、見学できるプログラムはある？ 

大会開催中のセミナー及び授賞式、ガラパーティー等のプログラムはどなた
でも参加できますが事前申し込み制となっております。同時期2月23日より
写真機材展示会CP＋も開催されておりどなたでも参加できます。 

１３）主催団体は？ 

主催はイタリアに本部を置くワールド・フォトグラフィック・カップ国際委
員会ですが、開催国日本を代表してPPJプロフェッショナル・フォトグラ
ファーズ・オブ・ジャパン（PPJ）が主管として大会運営をおこないます。 

PPJは、一般社団法人日本写真文化協会と協同組合日本写真館協会が合同で
結成した組織です。 

１４）参加国及び参加人数はどれくらい？ 

世界30ヶ国、約300人程度の来日を予測しています。 
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お問い合わせ先 

PPJ 

Professional Photographers of Japan 

WPC World Photographic Cup JAPAN 横浜大会　実行委員長　岡本昇 

携帯　090-3260-2315    mail  noboru14@mac.com 
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