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ピクスタ株式会社

卒業写真の人気撮影場所ランキング発表！プロに撮ってもらうならどこで撮る？

1 位「キャンパス」2 位「桜と」で、4 位「写真スタジオ」と大差
〜コロナ禍の卒業と写真に関するアンケート調査〜
家族・子ども向け出張撮影プラットフォーム「fotowa（フォトワ）」（ピクスタ株式会社／東京都渋谷区）が運営する
fotowa 家族フォト総研は、20 歳〜24 歳までの今春、大学・大学院・短大・専門学校を卒業予定の学生 734 人に、
「コロナ禍の卒業と写真に関する調査」を実施しました。

その結果、卒業式で最も楽しみなこと
が「写真を撮る」ことで、プロに撮って
もらうなら、撮影場所は「キャンパス
内」（76.1%）、「桜が咲いている場所」
（60.2%）「キャンパスが見える場所」
（40.7%）が上位を占め、4 位「撮影スタ
ジオ」（16.8%）に大差をつける結果とな
りました。
また今回の調査で、コロナ禍でキャン
パスライフをやり直したいと思う学生は 6 割を超え、友人との親交に不足を感じている学生が多いこと、友人との出
会いや親交を深める方法はコロナ禍においても対面による共通体験が重視されていること、卒業の思い出に写真
を取りたい学生が 84.9％おり、「撮影そのものが思い出になる」と考えている学生が多いこともわかりました。

＜調査結果サマリ＞
・
・
・
・
・

キャンパスライフ「やり直したい」63.1％、やり直したいもの 1 位は「友人との親交」
就職に不安 74.9％で「コロナ後の経済回復」「就職先が決まるかどうか」も半数以上。
卒業記念に写真を撮りたい 84.9％、卒業式で楽しみなこと第 1 位も「写真を撮ること」
一緒に写真を撮りたい相手は「授業で一緒の友達」、コロナ以後も“対面”が交友の重要手段
プロに撮ってもらうなら人気の撮影場所は 1 位「キャンパス」2 位「桜と」とで、「撮影スタジオ」とは 40P
以上の大差、撮影体験も思い出

＜調査結果より fotowa の考察サマリ＞
・
・
・
・

コロナ禍で友人たちの親交、思い出づくりに不足感
友人と出会い、親交を深めるには対面での共通体験が重要
写真撮影という共通体験が卒業の重要イベントになっている
キャンパスや桜と共に撮影できる「出張撮影体験」は卒業最後の思い出づくりに有効

＜調査概要＞
調査名：「コロナ禍の卒業と写真に関するアンケート調査」
調査対象：2022 年春に大学院・大学・短大・専門学校のいずれかを卒業予定の男女 734 名
（男性 356 名、女性 378 名／大学院生 17 名、大学生 620 名、短大生 18 名、専門学生 79 名）
調査期間：2022 年 3 月 3 日〜2022 年 3 月 7 日
調査方法：インターネットによるアンケート調査
調査元：fotowa 家族フォト総研 （ https://fotowa.com/labo ）

■キャンパスライフ「やり直したい」63.1％、やり直したいもの 1 位は「友人との親交」
2022 年春に大学院・大学・短
大・専門学校のいずれかを卒業
予定の学生男女 734 名（男性
356 名、女性 378 名／大学院
生 17 名、大学生 620 名、短大
生 18 名、専門学生 79 名）に、
キャンパスライフについて尋ね
ると、「やり直したいと思う」と回
答した人は 63.1％に登りまし
た。

「やり直したい」と回答した人
に、何を 1 番やり直したいかを
問うと「友人との親交」が
41.5％を占める結果となり、2
位の「勉強」と 20 ポイント以上
の差をつける結果となりました。
2020 年から新型コロナウイル
スの蔓延とその対策によって、
友人たちとの交友機会が減少
していたことが背景にあると考
えられます。

■就職に不安 74.9％で「コロナ後の経済回復」「就職先が決まるかどうか」も半数以上
引き続きコロナ禍での就職に対し不安に思うことがあるかを尋ねると、74.9％の人が「不安がある」と回答しまし
た。

「不安がある」と回答した人に、不安の要因を尋ねると、最も多かったのは「コロナ後の経済回復」（58.5％）に次い
で「就職先が決まるかどうか」（55.1％）が挙がり、まだ就職先が決まっていない人が多いこと、また、男性よりも女
性の方が経済回復への不安や就職への不安を感じている割合が高いことがわかりました。

■卒業記念に写真を撮りたい 84.9％、卒業式で楽しみなこと第 1 位も「写真を撮ること」
卒業の記念に写真を撮りたいと思うかを問うと、84.9％が「撮りたいと思う」と回答。
さらに、卒業式で楽しみにして
いることを問うと、最も多かった
のが「写真を撮ること」だとわ
かりました。

卒業式で楽しみにしていることを男女別で比較すると、
女性は「卒業式ならではの衣装を着ること」（51.6％）、男性は「友人との再会」（37.9％）を最も楽しみにしており、
「写真を撮ること」は、特別な衣装を着ることや友人との再会と合わせて、卒業式を楽しむメインイベントになってい
ることがうかがえます。

■一緒に写真を撮りたい相手は「授業で一緒の友達」、コロナ以後も"対面”が交友の重要手段
写真を撮ることを望む人たちに
「誰と一緒に撮りたいか」を尋ね
ると、最も多かったのは「授業で
一緒の友達」（50.4％）で、次い
で、「ゼミで一緒の友達」
（16.7％）、「部活サークルで一
緒の友達」（16.1％）、「恋人」
（7.1％）、「家族」（7.1％）という
結果になりました。
「友達」と撮りたいニーズが多い
中で、「その人とはいつ出会った
か」を尋ねると、大学院・大学生
はコロナ前が 8 割以上なのに対
し、2 年制が多い短大生や専門
学生は「コロナ以後」の割合が高
くなっています。
出会いがコロナ禍以降だったと
回答した人に、出会い方がオン
ライン（非対面）・オフライン（対
面）どちらだったかを尋ねると、
圧倒的に「オフライン（対面）」が
多く、約 8 割を占めました。
さらに、写真を一緒に撮りたい相
手と、コロナ禍以降、親交を深め
るのに有効だった手段を尋ねる
と、第 1 位はメッセージアプリ
（78.1％）で、様々なオンラインコ
ミュニケーション方法がある中で
第 2 位に挙がったのは、実際に
会って行動をともにする「対面」
（54.4％）でした。
コロナ禍以降、あらゆる場面で
対面コミュニケーションが制限さ
れ、非対面コミュニケーションが
推奨される中ではありますが、
出会いから親交を深めるまで、
実際に会って時間と体験を共に
することの重要性が感じられる
結果となりました。

■プロに撮ってもらうなら人気の撮影場所 1 位「キャンパス」2 位「桜と」で「写真スタジオ」と
は 40P 以上の大差、撮影体験も思い出
卒業の記念に写真を撮りたいと
思う人を対象に、プロのフォトグ
ラファーに撮影を依頼したいか
を問うと、54.4％が「そう思う」と
回答。約 2 人に 1 人はプロの
手によって写真を残したいと考
えていることがわかりました。
理由は、「卒業が一生に一度の
記念だから」（66.4％）に次いで
「撮影そのものが思い出になる
から」（40.1％）という結果にな
りました。
また、プロフォトグラファーに撮影を依頼するなら、どこで撮影したいかも問うと、第 1 位「キャンパス内」（76.1％）に
続き、2 位は「桜が咲いている場所」（60.2％）、3 位に「キャンパスが見える場所」（40.7％）と並び、4 位の「撮影ス
タジオ」（16.8％）とは、大差をつける結果となりました。

思い出の学び舎とこの時期の季節を象徴する桜と共に、撮影体験も含めて思い出に残せる「出張撮影」への需要
が感じられます。

■調査結果より考察：写真撮影そのものが思い出に。スタジオよりロケーション撮影に需要
fotowa ではこれらの調査結果から、今年卒業する学生たちは、コロナ禍で友人たちとの親交と思い出づくりに不足
感を抱いており、親交を深める上では対面での共通体験が重要であること。撮影そのものが思い出になるという意
見が多かったことや、卒業式の楽しみが写真撮影だったことから、写真撮影という共通体験が思い出づくりの重要
なイベントになっていると考えています。
さらに、スタジオで撮影するよりも、キャンパスや桜と撮りたいニーズが多かったことから、思い出の場所や好きな
ロケーションで撮影可能な「出張撮影」は卒業最後の思い出づくりとして需要が高まっていると考えています。

2021 年に fotowa で実際に撮影した大学卒業・卒業袴ジャンルの撮影事例
出張撮影「fotowa」の卒業・入学関連ジャンルの予約数は、コロナ禍以前と比べて約 5.8 倍に増加（※）していま
す。
卒業という一生に一度の時を、思い出のキャンパスや桜と共に写真を撮れる「出張撮影」を通じて、共通の思い出
と友情を形に残し、卒業後の不安に負けず、これからの新生活の励みになれることを願っています。
fotowa では、今後も写真がこれからの人生の励みになれるよう、出張撮影を通じて、人々の楽しみや喜び、幸せ
な時間に寄り添って参ります。
※2022 年 2 月 28 日時点の予約数（参考プレスリリース：https://pixta.co.jp/news/1586 ）

■家族・子ども向け出張撮影プラットフォーム「fotowa」について
「fotowa」は、撮影して欲しい人とカメラマン（以下、フォトグラファー）をつなぐ、家族・子ども向けの出張撮影プラット
フォームです。
シンプルな料金設計と、好きな場所に好きなフォトグラファーを指名して撮影予約ができるのが特徴。マタニティ、ニ
ューボーン（新生児）、お宮参り、誕生日、七五三、卒入園・卒入学、成人式、結婚式の前撮り・後撮り、長寿祝いな
ど、ご家族の記念日に寄り添う「我が家の専属カメラマン」として、全国のご家族にご利用いただいています。

■ fotowa サービス概要
概要

家族・子ども向け出張撮影プラットフォーム

依頼料金

［平日］19,800 円（税込 21,780 円） ［土日祝］23,800 円（税込 26,180 円）
［ギフト券］26,180 円 ※課税対象外
指名料、出張料、撮影料、データ納品料を含みます

納品枚数

75 枚以上（すべてデータ納品）
※撮影時の状況または天候等により、当該枚数に達しない場合もあります。

撮影時間

60 分

提供地域

全国 47 都道府県

保証

全額返金保証

URL

https://fotowa.com/

特徴

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

作品・面談・実技の 3 審査を通過したフォトグラファーのみ登録
日時場所、作風から好きなフォトグラファーを選べる
どのフォトグラファーを指名しても同一料金の明瞭会計
撮った写真は完全データ納品
納品された写真に満足できなければ全額返金保証
出産祝いや結婚祝いに出張撮影ギフト券のプレゼントも可能

fotowa の感染予防の取り組み

https://fotowa.com/safety
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資本金：325,717 千円（2021 年 12 月末時点）
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子会社：スナップマート株式会社／PIXTA ASIA PTE. LTD.／PIXTA VIETNAM CO., LTD.

【本件に関するお問い合わせ先】
ピクスタ株式会社 広報担当：小林
MAIL：pr@pixta.co.jp TEL：03-5774-2692／FAX：03-5774-2695
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