
報道関係者各位 プレスリリース 

2015年 9月吉日  SUPERMEDIA                        

【写真家・青山裕企氏来星のお知らせ】 

スーパーメディアは、今秋 10月 10日から 12日にかけて写真家・青山裕企氏をシンガ

ポールにお招きいたします。 

Giving a lecture meeting as a career guidance” Working as an artist” 

 

http://supermedia.press.ne.jp/nre.pdf


青山氏は、2007年『キャノン写真新世紀』での受賞を皮切りに写真家としての活動を本

格化。吉高由里子、指原莉乃といったアイドル女優の写真集を手掛ける一方で、サラリ

ーマンや女子学生など“日本社会における記号的な存在”をモチーフにしながら、自分

自身の思春期観や父親像などを反映させた作品を制作してきました。 

これまでに発売された氏の写真集・著書は 37冊にものぼり、出版不況のさなか、この

種の本としては異例の売れ行きを記録。映画化された『スクールガールコンプレック

ス』やライフワーク『ソラリ―マン』シリーズの人気は日本国内のみにとどまらず、Ｂ

ＢＣやＣＮＮといった海外メディアを通じて広く各国に紹介され、国際的な注目を集め

ています。https://www.facebook.com/supermediasingapore/ 

話題性と芸術性を兼ね備えた作品が内外で高い評価を受け、活躍の場が世界に広がる中

で、このほど青山氏はワールドツアーを敢行することとなりました。 

今秋のシンガポール訪問は、昨年の台湾、今夏のニューヨークに続く海外での撮影旅行

となります。代表作のひとつ『むすめと！ソラリ―マン』シリーズに新たにシンガポー

ル・バージョンをつけ加えるべく、シンガポールの観光スポットで 3日間にわたり、国

際色豊かな父娘の皆さまをモデルに撮影が行われます。 

すでにご案内いたしましたように、滞在の中日に当たる 10月 11日（日）午後には日本

人会にて、『職業としての芸術家』というテーマで青山氏にご講演いただく予定です。

講演会の前後にはインタビューなどをお受けする時間を設けさせていただきます。 

また、10 月 12 日（月）午前 9 時にシンガポール・アート・ミュージアム前で行われる

撮影は一般公開されますので、こちらで青山氏による撮影風景もご覧いただけます。 

誠に勝手ながらご来場、ご取材いただける場合は、9 月末日までに弊社までご連絡くだ

さい。余裕をもってお迎えできるよう、スケジュール調整をさせていただきます。 

〈本件に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。〉 

ＳＵＰＥＲＭＥＤＩＡ 

E-mail:supermedia@ruri.waseda.jp 

111 North Bridge Rd, #27-01 Peninsula Plaza, Singapore 179098 

関連ＵＲＬ： http://supermedia.press.ne.jp 

http://yukiao.jp/ 

http://supermedia.press.ne.jp/


スーパーメディア  

【ＳＵＰＥＲＭＥＤＩＡ】カメラマンってどんな仕事？ＢＢＣ，ＣＮＮなどの

報道でも話題の写真家・青山裕企氏によるトークイベント＆キャリアガイダ

ンス『職業としての芸術家』を開催。 

  「アイドルを撮ろうが、道ばたに落ちている空き缶を

撮ろうが、写真はいつだって楽しいものです。」青山 裕企 

 ＳＵＰＥＲＭＥＤＩＡは、『スクールガールコンプレックス』や『ソラリ―マン』など

の連作写真シリーズで内外の注目を集める気鋭の写真家・青山裕企氏をシンガポールに

お招きし、１０/１１（日）に日本人会にて『職業としての芸術家』をテーマに無料講

演会を開催いたします。http://www.eventbrite.sg/e/15264171548 こちらのページか

ら下のイベントをお申し込みください。 

開催概要は以下のとおりです。 

【概 要】 
◆会期 

２０１５年１０月１１日（日）１５：００－１６：００ 

◆会場 

シンガポール日本人会  (120 Adam Road, Singapore 289899) 

２階 Ballroom 3 

◆主催 

ＳＵＰＥＲＭＥＤＩＡ 

◆参加費 

無料 

◆募集要項 

 ・対象：進路としての芸術分野に興味をお持ちの学生・保護者の方。写真が好きな方。 

など、どなたでも先着順です。 

http://www.eventbrite.sg/e/15264171548


◆梗概 

心理学を学ぶ大学生だった青山青年が写真家を志したたきっかけは何だったのか。 

芸術家として生計を立てていくとはどういうことなのか。 

作品を生み出す過程にはどんなドラマが待っているのか。 

芸術を生業とする生き方の楽しさと苦労を、ＮＹやシンガポールでの撮影エピソードを

交えながら語る。 

◆スケジュール 

・青山裕企さんのお話（５０分） 

・参加者のみなさまとの質疑応答（１０分） 

◆中継 

 講演会の模様は当日、シンガポール時間午後３時（日本時間午後４時）より、インター

ネットを通じてライブで配信されます。 

下記のページから、ご予約ください。 

https://livestream.com/accounts/14895732/events/4300075 

 

https://livestream.com/accounts/14895732/events/4300075


＊今回のイベントは、ＭＤＡ，ＭＯＭ，シンガポール政府観光局、シンガポール警察など

に事前にご相談、ご助言を得たうえで準備を進めております。 

＊シンガポール各地の撮影場所についても、それぞれの管理事務所から許認可をいただい

ております。 

＊明治屋スーパーマーケット様にも多大なご支援をいただいております。ありがとうござ

います。http://www.meidi-ya.co.jp/delicious-canned/fathers-day/ 

＊青山裕企の写真集は紀伊国屋書店で好評‘発売中です。事前にご購入のうえ、、講演会

にお持ちいただければ、青山さんがサインをいたします。 

モデルのみなさん

ジムロジャースさん 

http://www.nhk.or.jp/wisdom/index_en.html 

田村耕太郎さん 

http://gendai.ismedia.jp/category/usaedu 

森幹雄さん 

https://www.facebook.com/mikio.mori.167/about 

岡田兵吾さん 

http://diamond.jp/category/staygold 

ほかにもニュージーランド・中国・インド・エチオピア・フランス・

シンガポールなど、さまざまな方々にご協力いただいています。 

 
Yuki Aoyama in Singapore Agenda  

http://gendai.ismedia.jp/category/usaedu
https://www.facebook.com/mikio.mori.167/about
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdiamond.jp%2Fcategory%2Fstaygold&h=tAQFXYd9KAQEWRE1vWBxZwAsEw4CHjoAgnbuFTuXBpheq6A&enc=AZMcF__1TbBlh1WmszLedTRaMiA0Z0xStYdNPblqRVF1sus4zQKa3Dlqu5YB8OHPzICQyodfWZcUXdYQNutwHhdMEUzLLWLDBeroL-W3LG3-5dizBVsGJseXTKCZnRS2SkNSHEsQUGMoielpsAaaFEXujUpHAOfvApyAgWXU9bcl8Q&s=1


Saturday, October 10, 2015 
10:00 am to 12:00  むすめと！ソラリーマン撮影  場所：ボタニック・ガーデン 

4:00 pm to 5:00 pm むすめと！ソラリーマン撮影   場所：Marina Barrage 

Sunday, October 11, 2015 
11:00 am to 12:00  むすめと！ソラリーマン撮影   場所：セントーサ 

3:00 pm to 4:00 pm 
講演キャリアガイダンス「職業としての芸術家」日本人会ボールルーム

３ 

Monday, October 12, 2015 
9:00 am to 10:00 am  シンガポール・アート・ミュージアムにて解説付き撮影 

2:00 pm to 4:00 pm 懇親会  

 

http://event.nerim.info/detail/ev/336.html 

Yuki Aoyama Timeline 

 

1978 年 愛知県名古屋市生まれ（よいこの日） 

2005 年 筑波大学第二学群人間学類心理学専攻 卒業（卒論テーマ：テンションのあ

げかた） 

2007 年 キヤノン写真新世紀優秀賞 受賞（南條史生選） 

2009 年 東京ビューティーアート専門学校 講師（トータルビューティー科モデルコース

「撮影実習」担当） 

2015 年 ユカイハンズ（事務所）10 周年（2008-2011@馬喰町、2011-2013@代々木、

2013-@新宿） 

2015 年 7 月 東京・早稲田にてギャラリーをはじめる 

20 歳（1998 年） 自転車日本縦断の旅の道中（北海道）で写真を撮りはじめる 

22 歳（2000 年） 写真ユニット【愉快ハンズ】としての活動をはじめる 



24 歳（2002 年） 世界二周の旅の道中（グアテマラ）で写真家になる決意をする 

26 歳（2004 年） 上京して写真家としての活動をはじめる 

27 歳（2005 年） ユカイハンズ（青山裕企写真事務所）を設立する 

28 歳（2006 年） 作品【ソラリーマン】【スクールガール・コンプレックス】の制作をはじ

める 

32 歳（2010 年） 写真集『スクールガール・コンプレックス』シリーズが、累計 10 万部

を超えるヒット（Amazon 書籍総合ランキング 2 位獲得） 

35 歳（2013 年） 映画『スクールガール・コンプレックス〜放送部篇〜』が公開される 

36 歳（2014 年） 映画『最近、妹のようすがちょっとおかしいんだが。』の監督を務める 

37 歳（2015 年） アーティスト・イン・レジデンス（9 月 New York にて作品制作） 

国内・海外（2009 シンガポール・2012 スペイン・2013 香港など）の展覧会で作品を発

表しながら、今までに 37 冊の書籍を出版している 

最新刊『むすめと！ソラリーマン』（KADOKAWA）の画像が、イギリス BBC・The 

Independent・Daily Mail・Metro、アメリカ Quartz、ドイツ Spiegel など、世界各国のニュ

ースにて取り上げられる 

主な書籍に『ソラリーマン（全 3 冊）』『スクールガール・コンプレックス（全 3 冊）』『絶対

領域』『吉高由里子 UWAKI』『透明人間⇆再出発』『ガールズフォトの撮り方（全 2 冊）』 

『僕は写真の楽しさを全力で伝えたい！』『<彼女>の撮り方』『パイスラッシュ』『スクー

ルボーイ・コンプレックス』『僕の妹は、写真家にな りたい。』『台湾可愛 Taiwan 

Kawaii School Girl』など 

主な仕事に『さしこ（指原莉乃フォトブック）』グラビア、雑誌の表紙（二宮和也、生駒里

奈、橋本愛、早見あかりなど）、 書籍の装丁（長沢樹、吾妻ひでお、牧村朝子、綿矢

りさなど）、CD ジャケット（真空ホロウ、SCANDAL、HKT48、フレンチ・キスなど）、映画

『思 春期ごっこ』メインビジュアル＆写真集、映像『無気力スイッチ（さよならポニーテ

ール）』『I live for love（ななみ）』・乃木坂 46（CD 特典映像 1st,2nd,3rd,5th,7th,9th）、

広告（au、リクナビ、野村不動産、本厚木ミロードなど）、第 36 回日本アカデミー賞新

人俳優賞受賞 記念ポスター「Hello! New Cinema Face」、ミス iD2015 選考委員など 

連載中『SKE48 ふたり遊び（週刊 SPA!）』『お仕事ちゃん（小説新潮）*休載中』『告白できるかな。

（Chu→Boh）』『彼女写真（cakes 美少女図鑑）』『写真のスキマ（ブロマガ）』『髪は短し 恋せよ乙

女（LoGiRL）』 

PHaT PHOTO 写真教室、写真の学校 東京写真学園などで、ワークショップ・ゼミの講師を務め

ている 



サラリーマンや女子学生など“日本社会における記号的な存在”をモチーフにしなが

ら、自分自身の思春期観や父親像などを反映させた作品を制作している。 

日本ならではの人間関係の複雑さを、シンプルなビジュアルで世界に伝えることを目

標としている。 

（2015.6.19 update）http://yukiao.jp/profile/ 

Yuki Aoyama Latest News 
★乃木坂 46 生駒里奈もソロ写真集制作へ、写真家の青山裕企担当 

★「美少女ガイドブック」シンガポール＆北海道観光編 

http://supermedia.press.ne.jp/ 

https://www.dlmarket.jp/products/detail.php?product_id=320224 

IBDPは、明治屋スーパーマーケットで無料配布しています。 

IBDP第３号の自宅郵送ご予約できます。 （シンガポール内） 

広告料金：  

A4 相当全面カラー１頁 S$900   カラー１/2 頁 S$500  

カラー１/４頁 S$250       カラー１/８頁 S$100 

A4 相当全面モノクロ１頁 S$500  モノクロ１/2 頁 S$300 

モノクロ１/４頁 S$150       モノクロ１/８頁 S$60             

CM 制作、WEB-TV での番組制作も承ります。 

 

SUPERMEDIA    

111 North Bridge Road #27-01 Peninsula Plaza SINGAPORE 179098 

http://nogizaka-journal.com/archives/ikomarina-photobook.html
https://readyfor.jp/projects/supermedia
http://supermedia.press.ne.jp/
https://www.dlmarket.jp/products/detail.php?product_id=320224
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