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ポートレート写真撮影サービス 

グローバルで通用する、ポートレート。 

 

ゲッティイメージズのポートレート写真撮影 

 
弊社のフォトエディターにより、撮影したポートレート写真に報道的価値があると判断された場合、ゲッティイメージズのウェブサイトに

報道コンテンツとして掲載することも可能です。 

 
 

ポートレート写真撮影 

料金(税別) 650,000 円 備考 

• 永久使用権を含みます 
• バックパネル、ライティング等の機材含みます 
• カメラマン、アシスタント２名の料金も含みます 
• 管理費（通信費、マネージメント費等）含みます 
• 報道価値が高い場合、ゲッティ報道サイトにアップ

される可能性があります 

撮影時間 4 時間 

納品時間 3 時間以内 
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ポートレート写真撮影サービス（カメラマン紹介） 

 

Alfie Goodrich アルフィー・グッドリッチ 

I started taking pictures aged seven and had my first photos published in 1991. 

From 1991 until 2001 I worked in the music business in the UK, as Press Director for 

Nimbus Records and then as General Manager for Black Box Music in London. During 

that time my music photography was published in magazines and newspapers 

across the world. I also photographed Peter Gabriel’s WOMAD Festivals for some 

years and in 2002 was chief photographer and photo editor for the official website of Glastonbury Festival. Since 

moving to Japan I do less of that and concentrate 99% of my time on photography. I work in Japan as a commercial 

photographer and photojournalist.  

http://www.alfiegoodrich.com/ 
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ポートレート写真撮影サービス（カメラマン紹介） 

 

Keith Tsuji キース・ツジ 

Never content to do one thing at a time, photographer Keith Tsuji is a true multi-

talented artist. Keith's passion for graphic design and illustration have, in recent 

years, evolved to embrace the art of photography. His work journals the places he 

has lived, including: Taiwan, his birthplace; Hong Kong, where he received his design 

diploma; Los Angeles, where he earned his bachelor's degree; and Tokyo, the city 

which he currently lives. 

Keith is currently taking editorial assignments for Getty Images and his work has 

appeared throughout digital and print media including New York Times, Oracle 

Magazine, MIT’s Magazine, Forbes.com, WSJ.com. 

http://www.keithtsuji.com/ 
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ポートレート写真撮影サービス（カメラマン紹介） 

  

Shuji Kobayashi コバヤシ シュウジ 

1989 年渡米しアートセンター・カレッジ・オブ･デザイン写真学科卒業。1996 年よりフリーランスとし

て活躍。カリフォルニア州ロサンゼルスをベースにハリウッドのセレブリティや日本のミュージシャンな

どの撮影を担当する。2011 年に帰国し、日本を拠点に活動を始める。 

http://www.shujikobayashi.com/ 
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ポートレート写真撮影サービス（カメラマン紹介） 

  

Chris McGrath クリス マクグラス 

ゲッティ イメージズ専属フォトグラファー 

報道/商用写真担当 東京オフィス勤務 

2013 年 11 月に東京に赴任し、ニュース、スポーツ、商用写真の撮影を担当しています。 

Chris は、オーストラリアのクイーンズランドの地元紙でキャリアをスタートさせ、2001 年にゲッティ イ

メージズに入社。シドニーを拠点に、アジア太平洋地域を担当しました。2007 年にニューヨークに異動

し、4 年間にわたって、米国および海外のニュース、スポーツ、商用写真の撮影を担当し、2011 年よりシ

ンガポールで 3 年間東南アジア地域を担当しました。 

2012 年にロンドンオリンピックで撮影した作品で、世界報道写真展（World Photo Press）2013 のスポ

ーツアクション部門で 3 位を受賞。続く 2014 年には、一般ニュース部門で 1 位を受賞しています。

POYi、NPPA、CHIPP、AIPP、The Atlanta Photojournalism コンテスト、PX3、New York Press 

Photographers Association といった写真業界の多数のアワードでも受賞歴があり、高い評価を受けていま

す。 

http://www.chrismcgrathphotography.com/ 
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