
 

 

 

各  位 

2020 年 5 月 22 日 

株式会社インプレス 

人気インスタグラマーのインスタ活用術と写真の撮り方＆仕上げ方を解説 

書籍『憧れのインスタグラマー20 名に学ぶ 美しい写真術』を 

5 月 22 日（金）に発売 

 

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表

取締役社長：小川 亨）は、書籍『憧れのインスタグラマー20名に学ぶ 美しい写真術』を2020年5月22日（金）

に発売いたします。本書では、総フォロワー数100万を超える人気インスタグラマー20名が登場し、自身の

インスタ活用術や、美しい写真の撮り方＆仕上げ方を解説していきます。電子版も各電子書店にて順次発売

を開始します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■人気インスタグラマーの実践的なインスタ活用方法を紹介 

本書では総フォロワー数 100 万を超える、合計 20 名のインスタグラマーが集結。ポートレートをはじめ、

風景、スナップ、テーブルフォト、旅、動物、都市夜景など、多彩なジャンルで活躍している人気フォトグ

ラファーの人気の秘密に迫ります。 

 

インスタグラムの活用方法はもちろんのこと、美しい写真の撮り方＆仕上げ方、パーソナリティがよく分か

る Q＆A、使用カメラやレンズなど、ファンならずとも聞いてみたい内容がもりだくさん。 

 

フォトグラファーごとに構成内容を変えているため、最後まで飽きずに読める情報量満載の 1冊です。 

 

 

 

 



■本書のセールスポイント 

 

・ユーザーの目を引く写真の撮り方&仕上げ方が分かる 

・フォロワー数を増やすコツが分かる 

・「いいね！」の数を増やすポイントが分かる 

・ハッシュタグの有効な付け方が分かる 

・フィード画面のきれいな見せ方が分かる 

・映えるストーリーズの作り方が分かる 

 

 

■本書はこんな方にオススメです 

・人気インスタグラマーの写真が好きな人 

・人気インスタグラマーのような写真を撮ってみたい人 

・人気インスタグラマーのライフスタイルに憧れている人 

・人気インスタグラマーになりたいと思っている人 

・インフルエンサーを探しているマスコミ関連の担当者 

 

 

■誌面イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■書籍の詳細 

書名：憧れのインスタグラマー20名に学ぶ 美しい写真術 

著者:  

fuka_09, hanayuri34, haruka_tajima, harutin2, haruyonakano, 

_hikari_____,iro_dori_,kattyan.fukuoka, mantaroq, shabon, 

sherry_1113, shugraphy_059, sorayuchi, sty830, tak_tag, 

wacamera, wagnus, yohei_sawamura, yuricamera, yu_umaa06 

（詳細なプロフィールは別紙参照） 

発売日： 2020年5月22日（金） 

ページ数：208 

サイズ： A5判 

価格： 1,800円＋税 

電子版価格： 1,800円＋税 

ISBN：978-4-295-00877-4 

 

 

 

◇Amazonの書籍情報ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/429500877X/ 

◇インプレスの書籍情報ペー：https://book.impress.co.jp/books/1119101136 

 

 

以上 

 

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/ 

シリーズ累計 7,500 万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、「デジタルカメラマガジン」等の定期

雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「Impress 

Watch」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」、「SmartGrid ニューズレター」、「Web 担当者 Forum」

等の企業向け IT関連メディアブランドを総合的に展開、運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、

及びデジタルメディア＆サービス事業を幅広く展開しています。 

 

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/ 

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：唐島夏生、証券コード：東証

1 部 9479）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「旅・鉄道」「学術・

理工学」を主要テーマに専門性の高いメデイア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さ

らに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。 

 

【本件に関するお問合せ先】 

株式会社インプレス 広報担当：丸山 

TEL：03-6837-5034 E-mail：pr-info@impress.co.jp URL：https://www.impress.co.jp/ 
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美しい写真術_20名の出演者一覧_人気順

アカウント名 プロフィール プロフィール写真 都道府県 フォロワー数ホームページ等 性別

1 yohei_sawamura

京都府生まれ、京都市在住。東京と京都を

中心に活動中。美容師、和食料理人、バリ

スタ、珈琲焙煎士など、さまざまな職業を

経験した異色の経歴を持つ。Lightroomの

オリジナルプリセットは多方面から人気。

それぞれの職業で培った感性と類い稀なセ

ンスと器用さを武器に瞬間を自分の“色”で

表現している

京都 100,000 https://www.instagram.com/yohei_sawamura/?hl=ja 男性

2 _hikari_____

愛媛県生まれ、東京都在中。2013年ご

ろ、中判フィルムカメラに出合ったこと

で、本格的にカメラを始める。現在はフ

リーランスのフォトグラファーとして、雑

誌の連載や企業PR写真の撮影を行ってい

る。四季に合わせて、友人といろいろな場

所へ出かけ、撮影を目的とした旅をするの

が趣味

東京 103,000 https://www.instagram.com/_hikari_____/?hl=ja 女性

3 iro_dori_

兵庫県生まれ、神奈川県在住。ポートレー

トと風景をメインの被写体とし、幻想的で

非日常的な作品を数多く発表。光の扱い方

に定評がある。医学博士。阪急交通社のア

ンバサダーを務める

神奈川 51,800 https://www.instagram.com/iro_dori_/?hl=ja 女性

4 sherry_1113

東京都生まれ、東京都在住。独学で写真を

学ぶ。国内外を問わず旅行が大好き。カメ

ラを持って旅をするのが趣味。色彩が鮮や

かな写真、ロケーションを生かした写真が

得意。現在は商品やイベント、ホテルの

PR撮影のほか、観光局・ホテル・旅行関

連の撮影も行っている

東京 43,000 https://www.instagram.com/sherry_1113/?hl=ja 女性

5 wagnus

イギリス人と日本人のミックスで幼少期を

イギリスで過ごす。アート・ファッショ

ン・トラベル・フォトグラファー。音楽

家。株式会社WAGNUS代表。ウォッチブ

ランド「4 Silent Birds」のデザイナー・

プロデューサー。オーディオブランド

「WAGNUS.」代表、マネージャーを務め

る

埼玉 110,000 https://www.instagram.com/wagnus/?hl=ja 男性

6 wacamera

東京都生まれ、大阪府在住。おもな被写体

は景色と人。最近は青色のなかにある赤色

にこだわって撮影しているが、元々はシル

エット写真を好む。現在は4年前から本格

的に勉強を始めた英語を生かして、京都観

光に来る外国人を撮影

大阪 144,000 https://www.instagram.com/wacamera/?hl=ja 女性

7 shabon

宮城県生まれ、埼玉県在住。フィルムカメ

ラの柔らかい描写に引かれて本格的に写真

を始める。デジタルではフィルムのような

質感、色合いに仕上げている。光や動きを

意識しながらポートレートと日常のなかに

潜む幻想的なシーンを切りとっている。風

景を生かしたポートレートが得意で、多重

露出を駆使したアート作品も好む。東京カ

メラ部10選2017

埼玉 77,000 https://www.instagram.com/shabon/?hl=ja 女性

8 fuka_09

大阪府生まれ。兵庫県神戸市在住。風景写

真やスナップ、ナチュラルなポートレート

撮影を得意とする。家族撮影などの出張撮

影の写真家として活動中。企業の広告撮影

や旅フォトグラファーとして、日本各地の

PR撮影も手がける

兵庫 39,000 https://www.instagram.com/fuka_09/?hl=ja 女性

9 sorayuchi

大阪府生まれ、兵庫県在住。自然に溶け込

むポートレート撮影が得意。国土交通省や

フィンランド政府、県、市などのPR撮影

を担当。「秦佐和子が行く 今日は古都

ジェニック」にTV出演するなど、多方面

で活躍中

兵庫 53,000

https://www.instagram.com/sorayuchi/?hl=ja

https://instagram.com/sora_muji_house?igshid=1guey

dtmsxc2d

女性

10 haruka_tajima

旅人・フォトグラファー・ライターのすべ

てをひとりで担う「トラベルフォトライ

ター」という職業を生み出し、オリジナリ

ティのある記事を発信。著書に『旅ガー

ル、地球3周分のときめき『』海外ひとり

旅ガールの便利帖』 など

東京 25,000 https://www.instagram.com/haruka_tajima/?hl=ja 女性

11 haruyonakan

静岡県生まれ、静岡市在住。グラフィック

デザイナー・フォトグラファー。住宅施工

会社の広報を担当しながらフォトグラ

ファーとしても活躍中。家庭では二児の

母。2019年6月に共著『インスタグラム商

品写真の撮り方ガイド』を発売

静岡 66,000 https://www.instagram.com/haruyonakano/?hl=ja 女性
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12 harutin2

2014年、インスタグラムを始めたことを

きっかけに写真に興味を持ち、手軽に撮

影・編集・シェアできるモバイルデバイス

にはまる。進化を続けるモバイルデバイス

を活用したモバイルフォトグラフィーの可

能性や楽しさを発信中

東京 40,500 https://www.instagram.com/harutin2/?hl=ja 女性

13 yu_umaa06

大阪府生まれ、兵庫県在住。学生時代の

バックパッカー旅をきっかけに写真を始め

る。女性ポートレートや風景写真の撮影を

行い、全国を駆け巡っている。 また、関

西を拠点に写真展やKansaiphotoworkと

いう活動なども行っている

兵庫 50,000 https://www.instagram.com/yu_umaa06/?hl=ja 男性

14 hanayuri34

大阪府生まれ、大阪市在住。美大卒業後、

インテリアショップに勤務。同時にフラ

ワーデザイナーの資格を取得。 2010年、

「HANA」という名でアクセサリーの制

作、販売を開始。商品撮影の重要性に気づ

き、写真にのめり込む。現在は商品広告撮

影の仕事を中心に活動中

大阪 7,200 https://www.instagram.com/hanayuri34/?hl=ja 女性

15 sty830

Life is beautifulをテーマに自分が暮らし

ている新潟を中心に活動中。身近な自然が

時より見せる美しさや、ドラマチックな光

景を追いかけている。季節によって変わる

光の色や空気の色を、自分らしく表現でき

るように……

新潟 60,000 https://www.instagram.com/sty830/?hl=ja 男性

16 tak_tag

群馬県生まれ。広告代理店、ITベンチャー

企業での勤務を経て独立。現在はソーシャ

ルメディアコンサルタントとして、日本の

中小企業を世界に広める活動を行う

千葉 32,000 https://www.instagram.com/tak_tag/?hl=ja 男性

17 yuricamera

東京都生まれ、東京都在住。ポートレート

を中心に企業広告などで活動中。ライフ

ワークとして動物園の動物たちを撮り歩く

日々。YouTube「カメラの学校」、母校で

ある立教大学の講師、メーカーと写真教室

などを開催している。日本写真家協会

東京 4,500 https://www.instagram.com/yuricamera/?hl=ja 女性

18 mantaroq

京都府生まれ、京都市在住。学生時代より

世界を行脚して、たどり着いたのが故郷の

京都だった。現在はインスタグラムを主と

して、自身の写真に対する反応などを楽し

む日々。一生の間に1枚だけでもよいの

で、永く印象的な写真、あるいは作品を作

りたいという願望のもとに制作活動を続け

ている

京都 57,900 https://www.instagram.com/mantaroq/?hl=ja 男性

19 kattyan.fukuoka

福岡県生まれ、福岡県在住。何気なく買っ

たカメラにはまり、撮っていくうちに自然

に魅せられ、風景写真に没頭する。おもに

滝の撮影が多く、水の表現に力を入れてい

る。合同写真展などにも参加して幅広く活

動中

福岡 3,700 https://www.instagram.com/kattyan.fukuoka/?hl=ja 男性

20 shugraphy_059

静岡県生まれ、東京都在住。インスタグラ

ムは、自分自身が暮らしている街の様子

や、日常生活で垣間見るある瞬間をカメラ

で切りとり、写真を通じて見せる場所とし

て活用している。また、撮影した写真を素

材として合成も行っている

東京 5,900 https://www.instagram.com/shugraphy_059/?hl=ja 男性

1,073,500
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