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写真・動画のお問合せはアフロカスタマーセンターへ

広告・販促・ウェブ
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営業時間 9：30〜よる10時まで＜年中無休＞

報道・出版・教育

sagasu@aﬂo.com

真

TV番組

0120-656-410

houdou@aﬂo.com

0120-707-410

tv@aﬂo.com

株式会社アフロ
銀 座 本 社 〒104-0045 東京都中央区築地4-1-17 銀座大野ビル5F

TEL：03-3546-0900（代表） FAX：03-3546-0258

月島スタジオ 〒104-0052 東京都中央区月島2-16-5

TEL：03-6204-2580 FAX：03-6204-2581

大 阪 支 社 〒541-0053 大阪市中央区本町4-5-3 大和本町ビル8F

TEL：06-4705-5100

アフロディーテ
広告撮影
aﬂodite@aﬂo.com
03-6204-2580

アフロビジョン
画像処理
aﬂovision@aﬂo.com
03-6204-2580

アフロスポーツ
スポーツ・報道撮影
aﬂosport@aﬂo.com
03-3546-2700

アフログローバル
国内外撮影コーディネート
global@aﬂo.com
03-6204-2580

アフロスタジオ
撮影スタジオ
studio@aﬂo.com
03-6204-2580

FAX：06-4705-5111

アフロモール
デザインツール販売
mall@aﬂo.com
03-3546-2717

アフロアトリエ
高品質写真プリント
atelier@aﬂo.com
03-3546-2717

アフロプリント
プリント＆額装販売
print@aﬂo.com
03-3546-2717

株式会社アフロ

ロ

会社案内

「写真提供のアフロ」は、
こんな会社です。
駅に貼ってあるポスター、何気なく見ているテレビ、
毎月買っている雑誌、友人から届いた年賀状、
この前めくったカレンダー…
もしかしたら、
その中にわたしたちの仕事が隠れているかもしれません。
優れたビジュアルには人の心を動かす力があります。
私たちはその力のひとつになりたいと願っています。

www.af lo.com

株式会社アフロ

写真・動画を提供
ストックフォト事業

写真・動画を作る 写真を飾る
写真撮影＆制作

写真のほかにも

ファインプリント＆額装

デザインツール販売

写真を見せる
企画・制作

権利の処理
権利処理・外部手配

写真・イラスト・絵画

広告撮影

ファインプリント＆額装

年賀状

写真集の企画・制作

権利処理・外部手配

報道・出版写真

撮影コーディネート

ワークショップ

グリーティングカード

写真展の企画・制作

安心保証サービス

動画

スポーツ撮影

アフロプリント

フォント

デザイン制作・印刷・媒体など

写真の取寄せ＆使用交渉

カスタマーセンター

画像処理

様々なサービスへの素材提供

www.af lo.com

写真・イラスト・絵画

www.af lo.com

報道・出版写真

パンフレット、会社案内、
チラシ、
ポスター、
パッケージ、雑誌・新聞広告など、

雑誌、新聞、書籍、
テレビ番組、教科書など、報道・出版媒体への利用を目的とした、

自然／風景／人物／動物／スポーツ／絵画／イラスト／インテリア／フード

時事ニュース／歴史／スポーツ／芸能・セレブ／ファッション／ロイヤル

チャリティコンテンツ

スタジオポートレート

様々なデザインや制作物に役立つ写真素材を取り扱っています。

障がい者アーティス
トの経済的な自立を
支 援するために、そ
のアート作品をスト
ックして販売に協力
しています。

教育コンテンツ
教科書・教材などに
使える、理科・社会
などを中心としたコ
ンテンツをストック。
撮り下ろしにも対応
しています。

時事ニュース、
スポーツ、
エンタメ、歴史などの写真を配信しています。

絵画・美術・建築
世界の有名絵画やア
ート作品をストック。
浮 世 絵や版 画 、美 術
品や建築物など作家
名やジャンルで簡単に
検索できます。

映画スター、
ミュージ
シャン、
スポーツ選手
など、世 界の著 名 人
を撮影したハイクオリ
ティなポートレートを
取扱っています。

代表的な取扱いブランド

記事 写真
写 真 だけでなく記
事 も配 信していま
す。取材に時間をか
けた貴 重なルポル
タージュも多数あり
ます。

ニッポンニュース
日本のニュースを海
外に配信するサイト
を運営。海外の様々
なメディアにも取り上
げられています。
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動画

カスタマーセンター

アフロの動画はコンテンツ・サービスともに高いクオリティを誇っています。

サイトに未掲載のコンテンツも多数ございますので、
お気軽にお問合わせください。

動画素材 自然・風景／人物／動物／サイエンス／CG

アフロカスタマーセンターは写真・動画をお探しのお客様を年中無休でサポートしています。見つからない写真・動
画の検索から、
サイトの使用方法、企画の提案や被写体の権利の確認や許諾のサポートなども行っています。

写真・動画探します

サイトのサポート

企画の提案

見つからない写真・動画を探します。
各分野の専門スタッフが当社のサイ
トはもちろん、国内外のネットワーク
で徹底的にリサーチいたします。

検索や購入の方法はもちろん、料金
の相談や請求書決済の手続き等。
サ
イトでお困りのお客様をサポートい
たします。

長年の経験を活かし、写真・動画の
企画提案をしております。
カレンダー
や書籍、記事など幅広くアイデアのネ
タを提供しています。

報道動画 ニュース・出来事／ロイヤル／エンタメ／おもしろ映像／歴史
被写体の権利処理と外部手配

サイトに未掲載の動画も探します
専門スタッフが検索サイトに
未掲載の動画も含めてお探し
いたします。また、サイネージ
やウェブサイトなどに向けた
パッケージ提案や映像編集も
行っています。

AP通信報道動画使用許諾
世界最大級の報道機
関、AP通信の報道動画
の使用許諾を行えます。
権利が複雑な報道動画
の権 利 許 諾はお任せく
ださい。

絵画・アート作品、著名人、
建築物・神社仏閣、企業の
ロゴマークなど、利用の際
に許諾が必要なコンテン
ツも権利処理をすることで
利用可能となります。

権利処理・外部手配

＜利用許諾を獲得します＞
被 写 体の権 利 処 理を代
行するサービスです。権利
処理先の情報提供も可能
です。

権利保有者からのクレー
ムが発 生した場 合にお
客 様に代わって弊 社が
解決いたします。

写真の取寄せ＆使用交渉

＜見つからない写真も＞

サイトにない写真も、国内
外のネットワークを駆使
して探し出し、使用交渉を
して利用可能にします。

年中無休9：30〜よる10時まで
広告・販促・ウェブ

代表的な取扱いブランド

安心保証サービス

＜権利を保障します＞

0120-565-410

sagasu@aflo.com

報道・出版・教育

0120-656-410

houdou@aflo.com

TV番組

0120-707-410

tv@aflo.com

dite.af lo.com

global.af lo.com

広告撮影

アフロディーテ

あらゆるモデル、各種プロダクト撮影、
ロケ撮影など、広告用の写真撮影、
ビジュアル制作に関するすべての要望に、
リーズナブルでハイクオリティな仕上がりでお応えいたします。

プロダクツ撮影

モデル撮影

各商品に適した効果的な
撮影を提案します。
ロケー
ションや小物の手配はも
ちろん、自社レタッチャー
の現場同行も可能です。

訴求内容を最大限に引き
出すために、キャスティン
グからレタッチまで、モデ
ル撮影をトータルでサポ
ートいたします。

料理撮影

ロケーション撮影

最適な撮影手法と多彩な
フードコーディネーターを
ご提案。自社キッチンスタ
ジオにて、急な撮影や長期
撮影にも対応できます。

風景、
インテリア、建築、取
材など、
目的に合わせた撮
影が可能です。
ロケ地の提案や撮影許可
申請もお任せ下さい。

03-6204-2580

aflodite@af lo.com

自社スタジオ

撮影コーディネート

アフログローバル

写真や動画の撮影における、
ロケーション、
カメラマン・モデル・スタイリストなどのプロフェッショナルなスタッフのご
提案、小道具・衣裳、
スタッフの航空券や宿泊先の手配などすべてをコーディネートいたします。
日本語が堪能な外国
人スタッフも在籍しておりますので、国内だけでなく世界を撮影フィールドとして、撮影内容、予算に合わせた最適な
提案をいたします。
カメラマン手配

モデル手配

ロケーション手配

自社カメラマンや世界各国の契約カメ
ラマンなどから、撮影内容に合わせ最適
なカメラマンをご提案いたします。

内容に合わせてエキストラ・モデル・タ
レント・スポーツ選手・動物などあらゆ
るキャスティングが可能です。

ロケーションのリサーチから許可申請
まで。国内外のすべての地域から最適
なロケーションをご提案いたします。

専門スタッフの手配

撮影小道具・衣裳手配

宿泊先や航空券の手配

スタイリスト、ヘアメイク、
フードコーデ
ィネーターなど、動画撮影に関しても専
門スタッフを手配いたします。

訴求内容はもちろん、全体の色調などを
考慮して提案します。海外撮影では現地
調達で配送コストを抑える事ができます。

撮影同行者の移動や宿泊などの手配
も行います。滞在を快適にすることで
撮影に集中していただく事ができます。

studio.aflo.com

アクセスしやすく周辺環境も良好な中央区月島にあ
る、一棟まるごとの撮影スタジオ。
リーズナブルに多
彩な撮影が可能です。
３Ｆ キッチンスタジオ
洗練されたアイランドキッチン
とリビング空間のご提供
２Ｆ ウォールスタジオ
多目的スペースとしても使用可
能なスタジオ
１Ｆ ホリゾントスタジオ
ベーシックな白ホリスタジオを
リーズナブルにご提供

逗子ハウススタジオ＜神奈川県逗子市＞

03-6204-2580

global@af lo.com

sport.af lo.com

vision.af lo.com

スポーツ撮影

アフロスポーツ

国内外問わずスポーツイベントの撮影を得意とするカメラマンチームです。
スポーツ以外にも、報道取材やライブの
撮影にも威力を発揮します。
アスリートの広告撮影や、
スポーツモデルを使ったアクション撮影など、
あらゆるアクテ
ィブな撮影に、卓越した技術と機動力・組織力で対応します。

青木 紘二

YUTAKA

長田 洋平

田村 翔

松尾 憲二郎

西村 尚己

画像処理

アフロビジョン

デジタル画像の加工・修正・合成処理など、
デジタルイメージングのことなら、
ぜひお任せください。
新規のイメージ制作から難度の高いレタッチ作業まで、丁寧でハイクオリティな仕上がりをお約束します。

プロダクツ画像処理

モデル画像処理

繊 細でやわらかい表 現か
ら、荒々しく重厚な表現ま
で、求められるコンセプトに
忠実に、最新の技術と広範
な経験をもって対応します。

人物写真の仕上げに欠
かせないレタッチ作業。
被写体の魅力あふれる表
情や動きを最大限引き出
します。

料理・食材画像処理
「食」
に特有のシズル感の
表 現 はおまか せくださ
い。食材をよりおいしそう
に見せるため、徹底的に
こだわります。

築田 純
Enrico Calderoni Matthew Harris Mike Powell
（契約カメラマン） （契約カメラマン） （契約カメラマン） （契約カメラマン）

イベント撮影

広告用スポーツモデル撮影
・アスリートスタジオ撮影

国内最大のスポーツ撮影チ
ームならではの組織力で、大
会のオフィシャル撮影も多数
担当。経験豊富な撮影技術
で、躍動するアスリートたち
の一瞬の輝きを逃しません。

03-3546-2700

アスリートの広告用ビジュアル撮
影にも数々の実績があります。
ス
タジオはもちろん、競技場などの
屋外撮影も手配可能です。

aflosport@af lo.com

日本オリンピック委員会
日本オリンピック委員会（JOC）
の公式記録の撮影を
担当しています。
オリンピックなどの撮影の他、写真集
の発行や写真展の開催なども行っています。

＜フォトパートナー＞
日本体操協会のオフィシャルフォト
パートナーとして、速報ニュース・広
報用などの撮影を行っています。

3DCG

シンプルなタッチから精
密なイラストまで、
ご要望
に合 わせて描き下しま
す。写真とイラストを組み
合わせたイメージの制作
も得意としています。

03-6204-2580

活動経歴

日本体操協会

イラスト制作

未完成の商品や、実在しな
いものを作り出すためには
3DCGの技術が欠かせま
せん。画像処理技術と組み
合わせ、豊かなビジュアル
表現の可能性を広げます。

aflovision@af lo.com

イメージ作成
「無理かな…」
とあきらめ
る前に、ぜひ一度ご相談
ください。豊富なストック
フォトを利用してイメー
ジの提案もいたします。

mall.af lo.com

atelier.af lo.com

ファインプリント
＆額装

年賀状・グリーティングカード
フォント

アフロアトリエ

アフロモール

アフロアトリエは写真家、
ギャラリー、美術館などに高品質のインクジェットプリントと額装サービスを提供していま
す。写真家の思いや意図を大切に、1枚ずつ丁寧に仕上げています。

プリント
写真の仕上がりをイメー
ジ通りに再現するための
適正なプロファイルを制作
し、
ハイライトやシャドウ部
の美しい諧調表現を実現
します。

額装

丁寧に仕上げる6層構造
の額装は職人がひとつひ
とつ削り出して制作してい
ます。
どんなインテリアにも
調和する、
シンプルで高級
感のある美しい額縁です。

アフロプリント

こだわりの用紙

写真を美しく残すために、
100%コットンのファイン
アート用紙、高品質の写真
用紙や、キャンバス、和紙
などの保存性に優れた用
紙をご用意しています。

「デザインを見つける。
しごとを楽しむ。」
をキャッチフレーズに、
デザインに関するアイテムのダウンロード販売をして
います。
フォントや年賀状デザインなどを中心に、仕事とプライベートの両方に役立つ商品を扱っています。

年賀状

グリーティングカード

フォント

個性豊かな人気作家が描き下ろし
たオリジナル年賀状を豊富にご用
意しています。喪中はがきや寒中
見舞いのデザインもございます。

暑中見舞い、
クリスマス、父の日や母
の日などの季節のお祝いや、誕生
日、引越し、出産、結婚などに。気持
ちを伝えるグリーティングカードを
提供しています。

明朝体やゴシック体などの基本書
体はもちろん、バラエティに富んだ
筆文字やデザイン書体まで「使え
る」
フォントが充実しています。

あ
あ

ワークショップ

自分の求めるプリント表現
を上達したい方などのため
に、
フォトショップの使い方
や、
より専門的な技術・知
識を伝えるプリント教室を
開催しています。

様々なサービスへの素材提供

mall.aflo.com/atelier

素材をまとめて利用する企業様に向けて、年
賀状デザインや写真・イラストを提供するサ
ービスも行っています。年賀状やフォントのム
ック本や、
ソフトウェア、印刷サービス、
スマー
トフォンのアプリなど。企画・編集・デザインま
でトータルで制作いたします。

＼世界のアートを飾ろう／
アフロプリントは世界の美術館・ギャラリーから
厳選した20,000点を超えるアート作品をプリン
ト・額装して販売するオンラインストアです。

03-3546-2717
03-3546-2717

書籍

mall@af lo.com

atelier@af lo.com

愛宙

光 和
心
細

あ

ソフトウェア

ハードウェア

印刷サービス

スマホアプリ

写真集・写真展の企画制作

沿革

日本オリンピック委員会の公式写真集の制作をはじめ、書籍やムック本の企画提案や写真展の企画・制作、
パンフレットやチラシポスターなどの販促物やWEBサイトの制作も行っています。

昨今写真業界においては、
デジタル化の目覚しい進展によって、新たな可能性が広がりました。
その一方で、写真が
持つ本来の美しさを日々追求していくことも忘れてはいけないと思っています。私たちはビジュアルビジネスに携わる
者として、常に写真や映像を通して世の中に感動を送り続けていきたいと考えています。

日本オリンピック委員会公式写真集制作
1998年

長野オリンピック公式写真集

会

社

名

事業内容

ワールドカップサッカーフランス大会写真集

レンタルスタジオ業務、
デジタル画像処理業務、
デザインツール販売、

2001年 「impression」
アフロスポーツ写真集

ファインプリント制作業務、
デザイン・制作業務、写真集・写真展の企画制作、

2002年 ソルトレークオリンピックJOC公式写真集
2004年 アテネオリンピックJOC公式写真集
2006年 トリノオリンピックJOC公式写真集
2008年
2010年
2012年

北京オリンピックJOC公式写真集

「IMPACT」
スポーツ報道写真集

バンクーバーオリンピックJOC公式写真集

「写真で魅せるフィギュアスケート2010-2011総集編」写真集
ロンドンオリンピックJOC公式写真集

2014年 ソチオリンピックJOC公式写真集

ニュース・スポーツ・エンターテインメント写真・動画配信業務、権利処理業務、
インターネット販売業務、広告撮影、撮影コーディネート、
スポーツ撮影、

2000年 シドニーオリンピックJOC公式写真集

「蹴宴」
ワールドカップ写真集

株式会社アフロ

写真及び動画コンテンツの企画販売業務、

デジタルコンテンツ管理システムの開発・運営

本社所在地

〒104-0045 東京都中央区築地4丁目1番17号

資

4,000万円

代

本

表
金

従業員数
沿

革

青木 紘二

銀座大野ビル5階

139名

1980年 アフロフォトエージェンシー設立
1982年

会社法人化

1992年

出版写真部設立

1990年
1993年

大阪支社設立

株式会社 ビー全

青山支社設立

1997年 アフロスポーツ設立

写真展の企画・制作
1998年

長野オリンピック公式写真展

ワールドカップサッカー報道写真展

1998年

長野オリンピック組織委員会公式フォトエージェンシーに認定

1999年

AD部設立、
デザイン・制作業務開始

2002年

デジストックフォト
（RF）設立

1998年 日本オリンピック委員会オフィシャルフォトエージェンシーに認定
2000年 アフロディーテ設立、
スタジオ業務開始
2004年 アフロリサーチセンター設立

2000年 シドニーオリンピック写真展

2005年 日本プロバスケットボールリーグオフィシャルフォトに認定

2002年 ソルトレークオリンピック写真展

2006年

2008年 「THE STATE OF THE WORLD 揺れ動く世界」
ロイター写真展

2007年 アフロビジョン設立

2010年 バンクーバーオリンピック報道写真展

2010年 日本体操協会フォトパートナーに認定

2001年 「impression」
アフロスポーツ写真展
2004年 アテネオリンピック公式写真展 〜日本代表選手団感動の17日間〜

デジストックフォトをアフロに統合

株式会社ボンカラーフォトエイジェンシーのコンテンツ統合
株式会社アフロに社名変更

画像処理業務開始

2008年

株式会社あむのコンテンツ統合

ワールドカップサッカー2010報道写真展

2010年

月島にスタジオ開設

ロンドンオリンピック・パラリンピック2012日本代表選手団報道写真展

2011年

株式会社イマジオよりコンテンツの運営を継承

「オリンピック報道写真」
「IMPACT」
スポーツ報道写真展

2012年 「AP通信が捉えた世界 AP CAPTURES THE WORLD」報道写真展
2013年 モアイ像写真展 〜イースター島の神秘〜

オリンピック・パラリンピック報道写真展 Discover Tomorrow 〜時代を越えて、世紀を超えて〜

2014年 「A VIEW OF DAILY LIFE 〜世界五大陸の日常風景〜」

ソチオリンピック報道写真展 〜がんばれ！ニッポン！プロジェクト〜
オリンピック報道写真展

AP通信ワールドカップ報道写真展1930-2014「CELEBRATION OF FOOTBALL」

2015年 ラグビー報道写真展

〜ワールドカップ、2019年は日本で〜

デザイン制作・印刷・媒体など
社内の制作物だけにとどまらず、各種企業のパンフレットやチ
ラシ・ポスター・パッケージ・カレンダー・ポストカード・ウェブサ
イト・雑誌広告など、多岐に渡る制作を印刷と媒体の手配も含
めて行っています。

ニッポンニュース統合

アフロアトリエ設立
アフロモール設立

2012年 アフログローバル設立
2013年 アフロプリント設立
2014年

教育スタジオ開設

一般社団法人 日本写真エージェンシー協会（JPAA） 会員
一般社団法人 日本映像・音楽ライブラリー協会（JVLA）会員

