Photographer

山本彩乃
1980

山梨県甲府市生まれ

東京学芸大学美術科卒業
在学中グラフィックデザインを学び写真を始める。
バンタンデザイン研究所、外苑スタジオを経て独立。
雑誌・広告等で活動中。
SECESSION 所属。写真新世紀入賞。

数年前に湘南に移り住み、4 歳の男の子、2 歳の女の子と家族、猫 2 匹と暮らす。『あらゆるもののもつ、輝きを写したい』
という想いで日々シャッターを切っている。

< ADVERTISEMENT>
日本マクドナルド
SHARP

ファンケル

楽天 O-net

Johnson & Johnson

生活クラブ

カーリーコレクション 明治学院大学
RD ROUGE DEAMANT

ファイブフォックス

九州電力グループ TV-CF『記念写真』編

Brillia 有明 SkyTower『ここどこ？』WebCM(ムービー・写真）
LesDeuxBleue

FUJIFILM

Canon システムソリューションズ 東京都交通局 田辺三菱製薬

アメリカンホームダイレクト

健康科学大学 リクルート JA 共済

IAMS

Benesse

東急電鉄株式会社

アイフル
HAL 研究所

Google 検索ストーリー『眠れぬ夜に』TV-CF

IKEA ベッドキャンペーン「５Bed Story」交通広告,web,雑誌広告

FUJIFILM X-A1 World カタログ海外撮影（ドイツ、フランス、オーストリア）
Canon N

World カタログ海外撮影（スペイン）

Canon 新レンズ World カタログ海外撮影（チェコ）

etc.

< ENTERTAINMENT>
二宮和也

相葉雅紀

是 枝 裕和

上 原ひ ろみ

平 山相 太

レミオロメン

倉木麻衣

美波

スタジオジブリ鈴木敏夫

倉本聰

横尾忠則

宮崎吾郎

中井貴一

五 嶋龍
喜多郎

長友佑都

成 宮寛 貴
村上弘明

オダギリジョー

風間 杜 夫

アラ ンデ ュカ ス

村治香織

バナナマン いとうあさこ 鈴木福

野村萬斎

あご勇

役所広司

佐藤 初 女

沢村一樹

奥田瑛二

松谷 卓

渡部 秀

須永 辰緒
有村架純

三國連太郎
八 木 優希
高月彩良

etc.

・第 13 回東京国際 Lesbian&Gay 映画祭（Spiral ホール）ポスター、パンフレット撮影
・第 28 回 Canon 写真新世紀佳作（蜷川実花氏選）
（東京都写真美術館にて展示。『二人の記録〜左側の寝ぐせ，足りないモノ〜』）
・舞台「Princess MONONOKE〜もののけ姫〜」 オフィシャルフォト撮影（Whole Hog Theatre 公演）
・コマーシャルフォト 100PHOTOGRAPHERS 2007,2008（期待される若手 100 人のフォトグラファーズファイル、玄光社）に掲載
・コマーシャルフォト 100PHOTOGRAPHERS 2009（フォトグラファー100 人の仕事ファイル、玄光社）に掲載
・コマーシャルフォト 100PHOTOGRAPHERS 2010（若手フォトグラファーの仕事ファイル、玄光社）に掲載
・コマーシャルフォト「Portrait! Portrait!!」2011 年 7 月号６人のフォトグラファー特集内掲載（玄光社）
・コマーシャルフォト PHOTOGRAPHERS FILE 2012〜2019（フォトグラファーの仕事ファイル、玄光社）に掲載

< CLIENT >
Panasonic 博報堂 小学館
TYO

主婦の友社 玄光社

TYA 髪書房 日刊スポーツ

design

宝島社

第一プログレス

角川書店 集英社 朝日新聞社

オリコン I&S BBDO 学研 パイナップルアソシエイツ

東急電鉄株式会社 京阪神エルマガジン社

九州電力 文化工房 FIVE FOX Jonson & Jonson

東急エージェンシー ROBOT
東北新社 レマン elephant

FUJIFILM ローカス 開隆堂出版 Canon DNP コミュニケーションデザイン
Canon システムソリューション Google IKEA 東京建物 農山漁村文化協会 東

京農林水産更新財団 ガスト ビーコン 東洋プリディア

マッキャンエリクソン JS コーポレーション MILK JAPON KREO AEON

クラフトワールドワイド 大人の休日俱楽部 IKEA IAMS SHARP 生活クラブ 田辺三菱製薬 Rakuten O-net
共済

shopchannel 三井アウトレットパーク

マクドナルド JA

etc.

< PHOTO EXHIBITION >
2001/PRIZM 展 polkadot『 茶 今 日 Cha-Kyo』 （ ギ ャ ラ リ ー ル デ コ ）
2005/polkadot 企画展『ハルサイ』(にじ画廊)

2004/グ ル ー プ 展 『 su:』 （ add cafe 下 北 沢 ）

2005/写真新世紀展(東京都写真美術館) 2006/polkadot 企画展『イロマド』(にじ画廊)

2010/りす写友会「しゃしんわ」展（島根県立美術館）

2010/ALBUM EXPO OSAKA

2014/SHOOTING4 人展 (Tokyo Arts Gallery)

2015/りす写友会「ことほぐ（寿ぐ）」写真展（奈良県立図書情報館開館 10 周年記念）

< MUSIC >
・THE BACK HORN
・Baby Boo

SINGLE『覚醒』

Album 『ありがとう』 / photo book(48P)

・ドヨモーゼ『ひとりで遊園地』ミュージッククリップ（MOST COMPANY）

山本彩乃 Web Site
HP

http://yamamoto-ayano.com

二人の記録〜祖父正じいと祖母志ず江ばあの記録〜

http://a-side-view.jugem.jp

Agency

SECESSION.,LTD
http://www.secession.jp
〒104-0052
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TEL : 03-3520-8687

FAX : 03-3520-8686

Mail : info@secession.jp

