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PLANKTON
神奈川県逗子市小坪 4-7-8

keitanoguchi.com
keitanoguchi@gmail.com
Director 野口恵太 /Keita Noguchi

INTRODUCTION
PLANKTON は個人で運営している制作スタジオで出
版、撮影、映像、デザイン、Web サイト制作や暗室運営、
展示などに携わっています。
2012-14 年まで中国の青島で活動しており、現地の出
版社でディレクターを務めた後、独立しました。個人
が経営している店舗のメニュー制作から企業の制作物
までその制作は多岐に渡ります。。
また、アーティストとして自身の制作や展示も精力的
に行っています。そうした活動によって制作の幅を広
げることができクライアントワークの制作物に新たな
視点をもたらします。
今回はこれまでの制作物をまとめその一部をご紹介致
します。

野口恵太
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THE NODOKA
ディレクション / 撮影：野口恵太
媒体：Web サイト /SNS
https://www.nodokatea.com

オ ー ガ ニ ッ ク 日 本 茶 パ ウ ダ ー 専 門 ブ ラ ン ド THE 
NODOKA。日本茶パウダーをより身近な存在とするた
めに様々なレシピを考案。レシピ撮影ではディレクショ
ン、スタイリング、撮影を担当。日本茶の伝統あるイメー
ジをグラフィカルに表現することによってお茶とさま
ざまな素材の組み合わせの新鮮さを表現した。お茶農
園の撮影ではより人との繋がりをテーマにフィルムで
撮影。コンセプトによってデジタルやフィルムなどの
撮影を使い分けることによってよりコンセプトに合っ
た表現が可能になる。
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ほぼ日手帳

撮影：野口恵太
スタイリスト：野崎未菜美
モデル：坂巻弓華
ヘアメイク：池田久美子
編集：梶いずみ (RCKT)
媒体：Web サイト

ほぼ日手帳 2022 では 18 点の商品イメージの撮影を
担当。それぞれの手帳の世界観に合わせた表現を追求
した。
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FUJIFILM

撮影：野口恵太
スタイリスト：金田太郎
ヘアメイク：舟崎綾乃
モデル：Reza Emamiyer/Fadile Waked
媒体：Web サイト / パンフレット

富士フィルムのミラーレスカメラ X-E4 の Web サイト
及びパンフレット撮影。撮影では実機の X-E4 を用い
て撮影し、手軽さと高画質の両方が伝わる画作りとなっ
ている。撮影は千葉県九十九里浜で行われ靄の中に朝
陽の光が回り込んでくる瞬間を撮影した。
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NEUTRAL COLORS × BASIC

写真 / 映像 / 編集：野口恵太
音楽：AMAMJAUBB
https://basic.motion-gallery.
net/community/neutralcolors/

BASIC で出版社 NEUTRAL COLORS の雑誌ができるま
でのコンテンツを追うことが出来る。映像では形になっ
ていないものが徐々に息を吹き込まれて形成されてい
くように、最初はモノクロで始まる世界がカラーに変
化していく。NEUTRAL COLORS が編集長の超個人的
な関心事や疑問で特集が組まれていく雑誌のため、そ
の世界観と重なるように表現した。編集時には製本所
の工程や岐阜美濃での紙漉き映像と AMAMJAUBB の音
楽を組み合わせて NEUTRAL COLORS の世界観を一つ
にまとめた。
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相澤光彦税理士事務所

撮影：野口恵太
ディレクション：辻浩史 ( セルワールディング )
デザイン：鄭 順那、高橋 花奈 ( セルインタラクティブ )
https://www.aizawanf.com

税理士事務所の場合少し固いイメージがあるが、独立
に伴い気軽に相談できるような温もりを感じてもらう
ために、全写真フィルムで撮影した。税理士の前に一
人の人間として、また父親としての存在があることを
ホームページ全体のトーンとしている。
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大野屋

撮影：野口恵太
デザイン：菅野唯 ( セルインタラクティブ )
媒体：印刷物

富山県にある老舗和菓子屋『大野屋』の新作商品「越
の家歌餅」パンフレット撮影及び Web サイト撮影を担
当した。商品は餅の食感を伝える必要が合ったので写
真に「湿度」を持たせることを意識ししっとりとした
雰囲気になるよう撮影。老舗の和菓子屋でありながら
既存の和菓子の商品撮影とは一線を画す方法で撮影す
る必要があったため、背景紙と自然光を用いて柔らか
い光を演出した。
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Mysore Cafe
ディレクション / 撮影 / 編集：野口恵太
デザイン：加納大輔
媒体：Web サイト / 看板 / 印刷物
https://mysore-cafe.com

2019 年に中野坂上にオープンした Mysore Cafe。南
インドにある小さな町マイソールをテーマにしている。
ウェブサイトは写真を軸に構成し、コンセプトである

「体と心が満たされ静かに時を過ごす場所」という概念
を表した。写真は光の配置によってどこか異国感を感
じられるようなライティングで撮影。静寂な雰囲気の
中に芯の強さを持っている店主の価値観を表現できる
ような写真とデザイン、構成になっている。
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花暮美容室

撮影：野口恵太
ヘア：菅沼政斗
メイク：平田稔昂
スタイリスト：土田拓
編集：ミネシンゴ
モデル：武内おと (SHREW)/ アルト
媒体：Web サイト /SNS

神奈川県三浦の本と屯の上にある小さな美容室『花暮
美容室』。オープンに際し美容室のイメージ写真を三浦
の情緒あふれる街並みで全フィルムにて撮影。
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Suage
ディレクション / 撮影 / 編集：野口恵太
デザイン：板本政宗
媒体：印刷 /Web サイト

北海道発スープカレー専門店「Suage」のブランドブッ
ク。コンセプトは１杯のスープカレーが出来上がるま
での過程を追うこと。農場からテーブルに運ばれるスー
プカレーになるまで一貫して手を抜かない姿勢を取材
した。フィルムで撮影しプリント入稿して印刷するこ
とによってフィルムの質感を損なわないようにした。
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NOHGA HOTEL
ディレクション / 撮影：野口恵太
編集：市岡 祐次郎
媒体：SNS/Web サイト

野村不動産が運営している『NOHGA HOTEL UENO』
オープンの際に写真家が撮り下ろすホテルと周辺の街
並みの企画で撮影に参加した。またスタッフの採用サ
イトの写真も担当。撮影は中判フィルムで撮影し、アー
トと暮らしをコンセプトにしたホテルの世界観が伝わ
る写真を撮影。
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Gallery Pictor
ディレクション / 撮影：野口恵太
媒体：SNS/Web サイト
https://gallery-pictor.com

鎌倉にある『ギャラリーピクトル』のオープンに際し
内観撮影を行った。ギャラリーは作家にとっての白い
キャンバスのようなもの。観る者の想像力を掻き立て
る必要があるが説明的になり過ぎず、でも個性的にな
り過ぎてはいけない。展示を行ってきた側としての視
点を織り込みながら撮影をした。
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FLOWER

作者：野口恵太
装丁：加納大輔
編集：加藤直徳
発行：NEUTRAL COLORS
判型：A4 正寸 290x210x9.5㎜
項数：64 ページ
仕様：EN バインディング
ISBN：978-4-909932-04-4 C0472

FLOWER は 2020 年に NEUTRAL COLORS から出版さ
れ無自覚の美をテーマに撮影した花の写真集。刻一刻
と変化する光と花は時に曖昧に、時にくっきりとその
姿を見せた。造本は限りなくシンプルな ” 白い箱 ” の
ようなつくり。現在は日本の書店と海外のディストリ
ビューターである IDEA BOOKS によりヨーロッパ及び
アメリカでも入手可能となっている。
以下ステートメントより抜粋
- 花は不思議な存在だった。目も付いていないのに、ど
うしてこんなに美しい色と形を着飾ることができるの
だろう。ふと目を天井に向けると透明で柔らかい木漏
れ日が差し込んでいた。風が吹くたびに揺らいで変化
する光が花の姿と重なった。
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EXHIBITION/
BOOK AND SONS

撮影 / 展示構成：野口恵太
媒体：展示

2021 年 11 月、東京目黒にある『BOOK AND SONS』
にて「無自覚の美」展を行った。作品は全て写真集

「FLOWER」からの作品になる。展示構成として一階
は 1200x800mm の手焼き大判プリントを 5 点展示し、
二階は透明フィルム 1800x1200mm に印刷した作品
と 290x190mm の小さな作品を展示することにより、
展示コンセプトの距離感を体感できるような空間に構
成した。
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PLANKTON No 1

作者 / 装丁 / 編集：野口恵太
発行：PLANKTON
判型：250mm x 210mm
仕様：無線綴じ / 表紙：ガンダレ
言語：日本語 / 中国語
ISBN 978-4-9910972-0-1

PLANKTON No1 は 2019 年に PLANKTON から出版さ
れた初の出版物。作者がポルトガルで撮影した写真と
異国で感じた感情がシンプルな言葉で綴られている。
テーマは筆者が個人的に追い求める『美しきもの』。タ
イトルの「PLANKTON」は美と生命力が作者にとって
同義語であるという観点を表している。誌面にはポー
トレートやランドスケープが多数収められている。表
紙の写真では一人の女性の視線が１点に注目している
が視線の先に何があるかを読者が想像することによっ
て探究心の始まりを想起させる。また、表紙の情報を
限りなく排除することによって先入観を無くし、いわ
ゆる旅雑誌でも、写真集でもない本としてのスタート
を切った。全写真フィルムで撮影し、手焼きプリント
からスキャンして印刷。表紙はガンダレ表紙と言い、
表紙が内側に折り込まれているので軽さと強度の両面
を保つ事ができる。2019 年上海アートブックフェア
に出展した為内容は全て日本語と中国語の両方で記載
されている。
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EXHIBITION/
Qingdao Post Museum

撮影 / 展示構成：野口恵太
媒体：展示

中国青島の青島郵電博物館から青島の街並みの展示を
行いたいと依頼がきた。2013 年当時青島は再建築の
波が押し寄せており、100 年以上の歴史を持つゴシッ
ク建築の街並みも例外ではなかった。その中で何とか
今の街を残す事が出来ないかという取り組みで青島の
建築やそこでの暮らしを撮影した展示を行った。結果
として再建築は行われず、既存の建物を生かしながら
修繕することによって 100 年の歴史が守られた。
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掲載作品においては、 本製作者把握の範疇を越える
データの移譲・開示は固く禁じさせていただきます。
著作権は本製作者に帰属します。

©️Keita Noguchi


