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福岡市にて地方活性化プロジェクト始動！

地域の力をストックフォトに活かし、人・場所の活用機会を創出
市民モデルも参加し、6 月 18 日（土）・19 日（日）第 1 弾セミナー・撮影会を開催
写真・イラスト・動画素材のマーケットプレイス「PIXTA（ピクスタ）」（ https://pixta.jp ）を運営するピクスタ
株式会社（東京都渋谷区 代表取締役社長：古俣大介 以下、PIXTA）は、福岡フィルムコミッションの協
力を得て、福岡の土地・人を活かした地域活性化プロジェクトを始動いたします。
第 1 弾として、6 月 18 日（土）・19 日（日）の 2 日間にわたり、ストックフォトセミナー及び撮影会を開催。
福岡市の魅力的なロケーションと市民モデルを活かし、PIXTA を通じて世界に発信する機会の創出と、
写真素材を撮影するクリエイターの発掘・育成に取り組みます。

【福岡フィルムコミッション（福岡ＦＣ）とは】
平成１５年２月に設立され、福岡市長を会長に、福岡都市圏１７市町、福岡商工会議所などの公共的団体で構
成した非営利の組織。国内外の映画、ＴＶドラマ、ＣＭ等の撮影を誘致・支援し、福岡の映像が国内外に発信さ
れることで、知名度向上、観光や地域の経済活性化や映像産業・文化の振興等を推進しています。
URL：https://www.fukuoka-film.com/

■プロジェクト背景
2012 年に「スタートアップ都市・ふくおか」を宣言した福岡市は、様々な若手起業家支援に力を入れていること
で知られています。「福岡市総合計画」では、「都市の成長」と「生活の質の向上」の好循環を創り出すことを基
本戦略に掲げ、都市とそこに住まう人々の活性化を目指し、その一環として、「個人の才能が成長を生む創造
産業の振興」に取り組んでいます。
一方、写真やイラスト、動画素材を売買できるサービスを事業とする PIXTA は、「インターネットでフラットな世
界をつくる」を経営理念に、事業を通じて場所や肩書にとらわれることなく、個人の才能を発揮できる場を提供
しています。また、多くの企業の Web サイトや広告制作などで多用するビジュアルイメージ素材を安価かつ豊
富に提供することで、人々の生活と産業をサポートしています。昨年より「今ある地元の力」を活かした、ストッ
クフォトによる地域活性を目指し、全国各地でのセミナーや撮影会を開催。「地元だからできるストックフォト」の
支援にも力を入れ、2015 年 7 月に発足した「熱意ある地方創生ベンチャー連合」の一社としても活動していま
す。
「個人の才能を活かす」という同じ想いを持つ福岡市に PIXTA が賛同し、同市におけるクリエイターの人材育
成、撮影機会拡大を図り、地域課題の解決に貢献していきます。

■地域の課題解決へ！ 福岡の人材、ロケーションを活かし、活躍の機会を創出！
福岡でのＰＩＸＴＡ合同撮影会を定期的に開催し、撮影場所やモデルの手配に悩むことなく撮影できる環境づくり、
併せて技術面での支援などを行うことにより撮影者のすそ野を広げます。
より多くの皆さんに写真・映像に関心を持ってもらい地域の魅力を発信する担い手を増やし、またストックフォト
を活用していただくことでビジネスチャンスにも繋げられると考えています。
本プロジェクトを始動する以前より、トライアルとして福岡空港での撮影会を実施していましたが、今回本格的
にプロジェクトとして始動することで、定期的な撮影会やセミナーの開催につなげていく方針です。
プロジェクト第 1 弾となる 6 月 18 日・19 日では、PIXTA でストックフォトを始めたい、もっと活躍したいクリエイタ
ーを対象に、ストックフォトの売れ筋テーマである「人物素材」の撮り方についての無料セミナーと、福岡フィルム
コミッションの協力を得て募集した市民モデル、及び小・中学校の統合によって建物の保存と活用を図っている
旧・福岡市立住吉中学校をロケーションとした撮影会を実施いたします。
また、スタートアップ企業の支援を目的に開設された、「スタートアップカフェ福岡」にて、スタートアップ企業を対
象とした、画像素材を活用する上で押さえておくべき権利を学ぶ権利セミナーも開催いたします。

■福岡のロケーションと市民モデルを活かす撮影会・セミナー開催
日

時間

場所

内容

6/18
土曜

13:30～15:30
＊開場 13:00

スタートアップカフェ福岡
http://startupcafe.jp/
福岡県福岡市
中央区今泉 1-20-17

■スタートアップ・デザイナーの為の
写真に関する著作権セミナー

17:00～19:00
＊開場 16:30

リージャス 博多駅筑紫口
ビジネスセンター

■売れる「人物写真」を撮るには？
～ストックフォトマーケットの今を知る～

http://www.regus.co.jp/location
s/business-centre/fukuokahakataeki-chikushiguchi-centre
福岡市博多区博多駅東 2-5-19
サンライフ第 3 ビル 5 階
6/19
日曜

10:00〜16:00
＊集合 9:00

旧・福岡市立住吉中学校
福岡県福岡市南区清水 1 丁目
8番4号

※各種セミナー・撮影会詳細は別紙参照

■リアルな中学校で撮影！
PIXTA 人物撮影セミナー
①初級者向け：人物撮影初心者向け撮影
②中級者向け：福岡市民モデルの撮影
③上級者向け：フリー撮影

■ピクスタ株式会社／会社概要
■PIXTA
（日本語版）
（英語版）
（中国語簡体字版）
（中国語繁体字版）
（タイ語版）

https://pixta.jp
https://www.pixtastock.com
https://cn.pixtastock.com
https://tw.pixtastock.com
https://th.pixtastock.com

＊決済対応通貨：日本円、US ドル、台湾ドル、タイバーツ、香港ドル、シンガポールドル

「個人が生み出すオンリーワン」を支援したいという想いから、2005 年 8 月に創業。誰もが参加できるフラットな
投稿スタイルで、高品質・低価格な写真・イラスト・動画のストック素材をインターネット上で売買できるデジタル
素材のマーケットプレイス「PIXTA」（ピクスタ）を 2006 年 5 月に開設しました。
販売価格は写真・イラストは 1 点 540 円～、動画は 1 点 2,160 円～のサイズ毎の一律価格で提供。
現在、日本国内最大のマイクロストックフォトサイト（低価格ストックフォトサイト）に成長し、「インターネットでフラ
ットな世界をつくる」を理念に掲げ、2013 年にシンガポールに子会社を設立し、アジア展開にも注力。2014 年に
は定額制サービスを開始、2015 年には東証マザーズに上場し、アジア No.1 のクリエイティブ・プラットフォーム
を目指しています。
◎ストックフォトとは
頻繁に使用されるシチュエーションであらかじめ撮影・制作された写真やイラスト、動画などのビジュアル素材のこと。
撮りおろし・描きおろしに比べコストが低く、必要なときにすぐ使えるという利点から、広告や出版物、テレビ番組など、
さまざまな用途に使用されています。

■ ピクスタ株式会社
社名： ピクスタ株式会社 （東証マザーズ：3416）
設立： 2005 年 8 月 25 日
資本金：309,391 千円（2016 年 3 月末時点）
代表取締役社長： 古俣 大介
住所： 東京都渋谷区渋谷 3-11-11 IVY イーストビル 9F
TEL： 03-5774-2692
FAX： 03-5774-2695
URL： https://pixta.co.jp/
事業内容：デジタル素材のオンラインマーケットプレイス「PIXTA」の運営
支店： 日商匹克斯塔圖庫股份有限公司台湾分公司
（英文名：PIXTA INC. TAIWAN BRANCH）
子会社： PIXTA ASIA PTE. LTD.
PIXTA VIETNAM CO., LTD.

■プレスリリース・取材に関するお問い合わせ先■
ピクスタ株式会社 経営企画部 広報担当：小林
TEL：03-5774-2692／FAX：03-5774-2695／MAIL：pr@pixta.co.jp

＜別紙＞ セミナー・撮影会詳細
■スタートアップ・デザイナーの為の写真に関する著作権セミナー
日時：6 月 18 日（土）13:30～15:30（開場 13:00）
場所：スタートアップカフェ福岡 URL：http://startupcafe.jp/
福岡県福岡市中央区今泉 1-20-17
参加費： 無料 定員：50 名
主な対象：福岡市のスタートアップ企業やデザイナー、その他写真素材を活用する方
内容：画像素材を使用するにあたって抑えておくべき権利、使い方などを実例を交えて紹介。
申し込み：https://pixta.doorkeeper.jp/events/46808

■売れる「人物写真」を撮るには？～ストックフォトマーケットの今を知る～
日時：6 月 18 日（土）17:00～19:00(開場 16:30)
場所：リージャス博多駅筑紫口ビジネスセンター
URL: http://www.regus.co.jp/locations/business-centre/fukuoka-hakataeki-chikushiguchi-centre
福岡市博多区博多駅東 2-5-19 サンライフ第 3 ビル 5 階
参加費：無料 定員：35 名
主な対象：人物撮影をされている方、人物撮影に興味がある方。
内容：ストックフォトマーケットや、売れる人物写真と売れない人物写真の違い、今後注目の撮影テーマ、ストックフ
ォトのビジュアル需要など、売れるクリエイターになるノウハウを紹介。
申し込み：https://pixta.jp/channel/?p=25940

■リアルな中学校で撮影！PIXTA 人物撮影セミナー
日時：6 月 19 日（日）10:00〜16:00（集合 9:00）
場所：旧・福岡市立住吉中学校 （福岡県福岡市南区清水 1 丁目 8 番 4 号）
参加条件と注意事項
＊PIXTA クリエイター会員に登録済みであること（会員登録は無料です）
＊各種撮影会で撮影した写真は PIXTA で販売可能です。
＊ただし、PIXTA 独占販売（PIXTA 以外のストックフォトサイトで販売しない）に限ります。
申し込み：https://pixta.jp/channel/?p=25940

①初級者向け：人物撮影初心者向け撮影
◎内容：人物撮影の基本を学ぶセミナー形式の撮影
◎参加費：5000 円
◎定員：6 名
◎モデル：2 名（先生役 1 名、生徒役 1 名を予定）
※参加者自身の子どもや、友人等を招くなど、自身で手配したモデルを加えた撮影も可能。

②中級者向け：福岡市の市民モデルを集めた撮影
◎内容：福岡フィルムコミッションの協力により募った、ストックフォト被写体としてエキストラ参加する市民モデル
（市民会員）でリアルなスクールライフをテーマに撮影。モデルとして撮影・ＷＥＢ媒体露出の機会を提供するととも
に、クリエイターの技術向上を図ります。
◎参加費：市民モデルへのギャランティー代（3000 円〜） ◎定員：5 名〜6 名

③上級者向け：フリー撮影
◎内容：参加者自身が中学校を舞台に撮影内容を企画して撮影。
◎参加費：無料 ◎定員：5 名
◎モデル：参加者自身が手配したモデルを撮影（PIXTA、福岡市での手配はありません）

