
写真に詳しい専門集団

Since 1991



　1991年、日本実業出版社を独立後、写真事務所を南青山でスタートさせたのが、

株式会社シー・エム・エスの始まりです。子供がすくすく育つように、順調に仕事

を増やしていた1996年、ある方からこう言われました。「全体が繁栄しなければ、

個人の繁栄も長くは続かない」。眼から鱗の瞬間でした。リスペクトする人から、“写

真業界が盛り上がっていかない限り、テラウチさんの繁栄も長くは続かない” と宣

言されて驚いたのでした。

　自分に出来ることで、写真業界が盛り上がること。それを企業理念としてまとめ

ました。私たちが、写真事務所から会社組織へとチェンジした瞬間です。

 「写真を楽しみたい、写真と関わっていきたい」と考えるファンを増やし、その人

たちの夢に命を吹き込む会社であること。 その分野においてナンバー1を目指すこと。

　これが、私たちの企業理念です。

　企業理念に基づき、2000年、“一人でも多くの若者を写真ファンに！” という目

的で写真雑誌「PHaT PHOTO」を創刊、同時に、「PHaT PHOTO写真教室」も

開校しました。現在、写真イベント「御苗場」に力を注いでいるのも写真業界を盛

り上げたいという気持ちです。以来、我々の会社は、“写真ファンを増やす” という

目的のために存在しています。写真ファンを増やすとは、写真の楽しさ、深さ、喜

びを伝えることであり、写真の効果を知らしめすことです。時代の変化に対応し、

私たちが永遠に目指す目的のため、これからも日々務めてまいります。いつも青春

時代のように挑戦心に満ちた会社でありたいと思います。

　変わらぬご支援をよろしくお願い申し上げます。

代表取締役　テラウチマサト
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1991年（平成3年） 12月25日 有限会社シー・エム・エス設立

 1992年（平成4年） 11月 有限会社から株式会社シー・エム・エスに

 1993年～1996年 （平成5年～8年） テラウチマサト写真家事務所として活動

 1997年（平成9年） 12月 「夢写真」をバウハウスより創刊

 2000年（平成12年） 10月 ビクターエンターテイメントより「PHaT PHOTO」創刊 ①　

 2003年（平成15年） 10月20日 「PHaT PHOTO」をリニューアルし、ぴあ株式会社より発売開始 ②

 2006年（平成18年） 6月 PHaT PHOTO’S 始動

 2007年（平成19年） 4月 「1+14横浜写真アパートメント」開催

  12月 「PHaT PHOTO」写真教室原宿校開校

 2008年（平成20年） 10月20日 「PHaT PHOTO」リニューアル号 Reborn to Run 発行 ③

 2010年（平成22年） 6月 オフィス移転（原宿から京橋へ）

  8月 一般社団法人　TOKYO INSTITUTE OF PHOTOGRAPHY設立 ④

  10月 「PHaT PHOTO」10周年 ⑤

 2011年（平成23年） 4月 「PHaT PHOTO」写真教室大阪校開校

  7月 「PHaT PHOTO」写真教室名古屋校開校

  11月 「PHaT PHOTO」写真教室第1回文化祭開催

 2012年（平成24年） 1月 「PHaT PHOTO」写真教室原宿校から京橋校へ移転 ⑥

  4月 「PHaT PHOTO」編集長交代 ⑦

Philosophy
事業内容

History
社史

Profile
会社概要

株式会社シー・エム・エス

所在地　東京都中央区京橋3-6-6 エクスアートビル2F

代表取締役　寺内雅人

設立日　平成３年12月25日

URL　http://cmsinc.jp/

TEL　03-5524-6991

FAX　03-5524-6992

MAIL　info@cmsinc.jp

資本金　4,000,000円

写真雑誌
PHaT PHOTO

PHaT PHOTO
写真教室

参加型写真展
御苗場

一般社団法人
TOKYO

INSTITUTE OF
PHOTOGRAPHY

PHaT PHOTO
ファンクラブ

「PHaT PHOTO」
契約作家

PHaT PHOTO’S

写真
コンサルティング

写真家
テラウチマサト

① 創刊号

② 販売元ぴあへ

③ 2008年リニューアル号

④ T.I.P設立

⑤ 創刊10周年記念号

⑥ 写真教室移転

⑦ 2012年編集長交代

写 真 に 詳し い
専 門 集 団



Pick UP

アート＆テクノロジーを楽しみ使いこなす、自分を持った20代～30代のための写
真雑誌。毎号数百名の写真ファンからリサーチした機材や写真に関する本音をベー
スに、エモーショナルな切り口の企画とリアルな場を提供し、雑誌の枠を越えた写
真の楽しみを広げます。また洋楽や洋画を楽しむ感覚で、世界のフォトフェスティ
バルや写真雑誌、ギャラリー等とコラボレートしたコンテンツを提供していきます。

PHaT PHOTOとは ?

「どう撮る？どう見る？演出写真入門」

「御苗場 Vol.10 横浜」受賞者発表！

「レンズが解れば写真が変わる　レンズ活用のススメ！」

出版物の企画から編集・撮影・デザインまで
トータルに手掛けています。

■広告料金・申込規定
・上記の広告料金には消費税等は含まれておりません。
・タイアップ広告は、スペース料金のほかに、制作費として1頁あたり30万円
　の実費を申し受けます。
　（ただし、著名人の起用や遠方地での撮影など、特別な制作内容の場合はこ
　の限りではありません）
・広告掲載位置をご指定の場合、指定料金（10％）を別途請求させていただ
　きます。
・広告の申し込み締切は50日前、原稿の締切は35日前です。
・広告申込締切日以降の掲載の取り消しはできません。
・広告原稿の内容や体裁が不適当と思われるものに関しては、掲載をお断り
　することや、掲載号の変更をお願いすることがあります。

■媒体概要
創刊日 2000年11月20日・発行形態 隔月（偶数月20日発売）／発行部数 
80,000部／判型・製本 A4変形平綴じ H284mm×W210mm ／価格 840円

■広告お問合せ先
株式会社シー・エム・エス 営業企画部門
〒104-0031　東京都中央区京橋3-6-6 エクスアートビル2F
TEL 03-5524-6991 ／ FAX 03-5524-6992

■販売元
ぴあ株式会社
〒150-0011　東京都渋谷区東1-2-20 住友不動産渋谷ファーストタワー
TEL 03-5774-5248 ／ FAX 03-5774-5348

広告料金表
色数 スペース 料金　　 寸法（天地×左右）ミリ

4色 表4 ¥1,800,000 　　264×200

4色 表2見開き ¥2,200,000 　　284×420

4色 第2表2見開き ¥2,000,000 　　284×420

4色 表3 ¥1,350,000 　　284×210

4色 1頁 ¥900,000 　　284×210

4色 タテ1/3頁 ¥450,000 　　274×70

1色 1頁 ¥400,000 　　284×210

1色 縦1/3頁 ¥200,000 　　274×70

1色 ハガキ ¥900,000 

タイアップ制作費（1頁あたり）

企画・編集（ムック本）
OLYMPUS PEN BRAND ISSUE

PENというカメラの話

企画・編集（小冊子）
CANDID

PHOTOGRAPHY MIND

PHaT PHOTO
表現とカメラを楽しみたい人の写真雑誌

撮影・編集（企業案内）
ヤマダイ食品株式会社



作家一覧

永井 守
稲福浩一
小宮山桂
岩田俊介
坂本和則
長谷川迅太
和久祥子
塚崎智晴
設楽季昭
南しずか

シェイナ・ウイッタンワイラー
松本友希
大橋 翔
大富絵美梨
岩城文雄
田中 舞
伊与田成美
松枝 玄
清水純一
西竹健一
中村きよし

写真家を講師の先生として招いておこなったワークショップの様子

PHaT PHOTO’ S 写真展

カメラーメーカーとのタイアップ

広告写真（日本航空株式会社）

photo：坂本和則

photo：田中舞

photo：清水純一

① PPF札幌
② PPF桐生
③ PPF山梨　
④ PPF新潟
⑤ PPF駒ヶ根
⑥ PPF名古屋
⑦ PPF京都
⑧ PPF大阪
⑨ PPF姫路
⑩ PPF奈良
⑪ PPF萩
⑫ PPF岡山
⑬ PPF高知
⑭ PPF宮崎

作家の活動を「PHaT PHOTO」がバックアップし、写真作品のセー
ルスをストックフォトのアマナイメージズが担当する「PHaT 
PHOTO」契約作家のブランド名称。2006年10月に始動し、2007
年に第2期、2010年には第3期のメンバーを追加。現在21名が在
籍しています。広告やカタログ、本の装丁写真、CDに封入される冊
子写真など、多方面で活躍中。

PHaT PHOTO ’S とは ?

「PHaT PHOTO」（以下「P＊P」）読者の方々が独自に立ち上げ、
撮影や発表、交流会などを仲間と楽しむグループの総称。「P＊P」が
主催する全国各地のイベントへの優待、「P＊P」の誌面づくりのご協
力もいただいています。現在はSNSを通して、支部の垣根を越えて、
メンバー同士が交流を行っています。

PHaT PHOTO ファンクラブとは ?

PHaT PHOTO’S/PPF
写真雑誌「P H a T  P H O T O」から生まれた契約作家とファンクラブ



講義に加えて写真講評の中で、より様々な視点を養え
るのが大きな特徴です。

月1回の授業の他に楽しく学べる撮影会を毎月開催しています。

2011年秋の文化祭では受講生100名による展示や
イベントを開催しました！

フォトグラファーに必要なスキルを総合的に学べる
「プロ養成講座」も開設しています。

男女比 年齢層

在校生のデータ（491名）

女性
58％

男性
42％

30代
42％

20代
34％

40代
17％

50代
4％

60代
1％ その他

2％

東京校　銀座・京橋教室
〒104-0031 東京都中央区京橋3-6-6
エクスアートビル4Ｆ
○ＪＲ東京駅 八重洲南口より徒歩7分
○都営浅草線 宝町駅A4番出口より徒歩1分
○東京メトロ銀座線 京橋駅1番出口より徒歩1分
○東京メトロ有楽町線 銀座1丁目駅 7番出口より徒歩3分

大阪校　なんば教室
〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波4-2-1
難波御堂筋ビルディング8階 難波御堂筋ホール内
○地下鉄 御堂筋線「なんば駅」 13番出口 直結
○近鉄線「大阪難波駅」、地下鉄四ツ橋線・千日前線
　「なんば駅」徒歩2分
○JR線「難波駅」、南海線「なんば駅」　徒歩7分
※上記会場は開催当日の教室開催のみのスペースです。

名古屋校　栄教室
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-16-8
栄メンバーズオフィスビル10階　セミナー室E
○地下鉄東山線・名城線「栄」駅下車後、
　栄駅13番出口より南へ徒歩5分
※上記会場は開催当日の教室開催のみのスペースです。

「PHaT PHOTO」写真教室は5年間
で1500人の方に通っていただいてい
る都内最大級の写真教室です。東京・
京橋、大阪・なんば、名古屋・栄でも
開校し、写真を始めたばかりの初心者
の方からプロカメラマンを目指す方ま
でを対象にしています。「感性」を育
てることを重視し、フォト・コミュニ
ティの創造により、みなさまに楽しい
写真ライフの提供を目指しています。

写真教室とは ?

SCHOOL
「もっとうまく撮りたいから！」  都内最大級の写真教室

Pick UP
現在 10 名の講師が在籍し、
校外や企業・イベントへの講師派遣も行っています。



会期中は撮影テクニック・作品鑑賞・海外情報など学
べるトークショーやイベントを開催。

会場にはレビュアーと呼ばれる写真業界のプロが来場
し、選出作家をバックアップ。

御苗場での出展を経て、1_WALLや写真新世紀など
の写真コンテストで入選された方も多数。

内田ユキオ（フォトグラファー）
大和田良（フォトグラファー）
高木こずえ（フォトグラファー）
Leslie Kee（フォトグラファー）
綾智佳 （The Third Gallery Aya）
井關悠（資生堂ギャラリー）
小松整司（エモン・フォトギャラリー　ディレクター）
小山登美夫（小山登美夫ギャラリー代表）
寺内俊博（西武百貨店　美術コーディネーター）
藤木洋介 （B GALLERY）
digmeout （谷口純弘・古谷高治）
Sam Barzilay （New York Photo Festival ディレクター）
Michael Hoppen（ギャラリスト）
Michael Famighetti（「aperture」副編集長）
杉江宣洋 （「BRUTUS」編集部副編集長）
外山俊樹（「AERA」編集部フォトエディター）
姫野希美（赤々舎代表）
天野太郎（横浜美術館主席学芸員）
金澤正人（資生堂 )
金子隆一（写真史家）
竹内万里子（写真批評家）
並河進 （株式会社電通・コピーライター）
原耕一（アートディレクター）
森本千絵（アートディレクター）　　他多数

敬称略・順不同

過去来場ゲスト
（レビュアー／トークショーゲスト）

来場者は200ブース以上の作品から刺激を受け、会場は熱気に包まれます。

ONAEBA
日本を代表する参加型写真イベント

2006年（平成18年） 3月 「御苗場 vol.1 横浜」PIE 2006内にて開催

2007年（平成19年） 9月 「御苗場 vol.2 横浜」横浜BankArtにて開催

2008年（平成20年） 10月 「御苗場 vol.3関西」海岸通ギャラリー CASOにて開催

2009年（平成21年） 3月 「御苗場 vol.4 横浜」PIE2009内にて開催

  10月 「御苗場 vol.5 関西」海岸通ギャラリー CASOにて開催

2010年（平成22年）  3月 「御苗場 vol.6 横浜」CP+2010（パシフィコ横浜）にて開催

  10月 「御苗場 vol.7 関西」海岸通ギャラリー CASOにて開催

2011年（平成23年） 2月 「御苗場 vol.8 横浜」CP+2011（パシフィコ横浜）内にて開催

  5月 「御苗場in NY」NYPHにて開催

  10月 「御苗場 vol.9 関西」海岸通ギャラリー CASOにて開催

2012年（平成24年）  2月 「御苗場 vol.10 横浜」CP+2012（パシフィコ横浜）内にて開催

御苗場ヒストリー

Pick UP
恒例のイベントのほか、
企画運営や写真展のディレクション等も行います。

写真展ディレクション・
トークイベント
『御苗場 in NY
─Selected
Photographers
2011─』

機材お貸出し
全国出張撮影会

2006年から始まり、東京、大阪、横
浜などで開催されている日本最大級の
写真イベント。「出合うこと」をテー
マに、学生から社会人、プロまでが約
200ブースそれぞれに趣向を凝らした
展示を行います。出展を通じ、ギャラ
リーへの所属や、海外メディアでの紹
介、雑誌掲載、広告撮影の仕事の獲得
など多くのチャンスを掴んでいます。

御苗場とは ?



写真家を招いてのトークショー

写真史、美術史、マスコミ業界についてなど、体系的に学べる
講座。写真と社会のかかわりを模索しながら、視点を広げるこ
とが目的です。

写真家が知るべき一般教養1

機材などのテクニカルな講座や実習を開催。ライティングやレ
タッチなど、強化したい分野を重点的に学べます。

ツールを学ぶ、テクニカルレクチャー2

今の写真家に求められるのは、撮る力だけでなく、企画する力。
プレゼンテーションを学ぶ・作品の見せ方などを学びます。

企画力養成講座3

第一線で活躍する写真家をゲストに迎え、講師別の特色あるゼ
ミを開催。

ゼミ4

コマーシャル＆企画展を中心に、国内外の著名作家や新進作家を幅広く紹介、
作品や写真書籍の販売も行っています。「PHaT PHOTO」のコンテンツや
参加型写真イベント「御苗場」と連動した展示のほか、「PHaT PHOTO」
写真教室の文化祭も定期的に開催。

72Gallery

土日・平日の夜にT.I.P クラスルームで開催中の単発講座です。撮る・観る・
語る・学ぶ・制作するをテーマに、写真にまつわる様々なレクチャーを開催中。

T.I.P OPEN COLLEGE

〒104-0031 東京都中央区京橋3-6-6 エクスアートビル1F 
TEL 03-5524-6994
MAIL mail@72gallery.jp
OPEN　水～金 12:00-20:00 ／土日祝 12:00-19:00
CLOSE　月・火
○ＪＲ東京駅　八重洲南口より徒歩7分
○都営浅草線　宝町駅A4番出口より徒歩1分
○東京メトロ銀座線　京橋駅1番出口より徒歩1分
○東京メトロ有楽町線　銀座1丁目駅7番出口より徒歩3分

TOKYO INSTITUTE OF PHOTOGRAPHY／
72 Gallery

植田正治写真展「雲のうつくしい日に。」 T.I.Pクラスルームでのワークショップも多数開催

T.I.Pラウンジ風景

T.I.P
観る・学ぶ・集う　写真ファンのためのリアル空間

ポストカードによる被災者支援企画
「Save Japan Photo Cards Project」
写真家50名（+1名）によるポストカード
展示＆販売し、全売上を寄付。
寄付金：3,262,649円
（2012年3月末時点）

Pick UP

TOKYO INSTITUTE OF PHOTO 
GRAPHY（T.I.P）は、2010年8月、
株式会社シー・エム・エスの創立20
周年と写真雑誌「PHaT PHOTO」
の創刊10周年を記念して、ＮＰＯを
目指す一般社団法人として誕生しまし
た。「PHaT PHOTO」の創刊理由で
ある “一人でも多くの若者を「写真好
き人」に変える” という目的をより視
覚化できる場所として、ギャラリーで
の写真展開催、クラスルームでの講座
などを開催して参ります。

T.I .P とは ?



写真家／プロデューサー
1954年生まれ。日本実業出版社を経て1991年に独立。ポートレイト、風景、プロダク
トから空間まで、独自の表現手法で常に注目を集める写真家。中でも、ポートレイト作品
においてはこれまで6000人以上の俳優、モデル、タレント、経営者などの著名人を撮影。
テラウチにしか撮らせないという声も多い。モノやコトの “隠れた本質” を捉える着眼点
や斬新な表現手法に、イベントプロデュースから、町興しのオファーも集まる。写真家と
してのクリエイティビティを活かした幅広い創作活動を得意とする。

テラウチマサト

Masato Terauchi
写真家の域を越えた幅広い活動

町興しプロジェクトとして地方での撮影会等を実施

各種イベントでの講演活動参加型写真イベント「御苗場」総合プロデューサーとしての活動

プロデューサー

ミュゼぶくおかカメラ館での写真展「美しい風景」

テレビ東京「ヴィーナスの秘密」撮影風景

テラウチマサト作品「yukisakura」

写真家
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