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ご　あ　い　さ　つ

PPS通信社は40年以上、主要なストックフォトエージェ
ンシーとして活動してきました。最近の 10 年間は世界
的にストックフォト業界に大きな変化がありましたが、
PPS 通信社は現在も日本および世界中の写真家や
ストックフォトエージェンシーのエージェントとして変る
ことなく活動を続けています。

インターネットは写真の販売態勢を大きく変化させ、
ストックフォトエージェンシーが提供し、ユーザーがア
クセスできる写真量を急激に増加させました。

PPS 通信社は人物、科学、芸術、歴史、環境および
自然科学分野の情報量豊かな写真によって、出版、
広告をはじめ、あらゆる業界に貢献しています。

PPS 通信社は今後も、世界中の写真家とフォトエー
ジェンシーを代表し、優れた写真を提供して行きます。

PPS 通信社　代表取締役社長
ロバート・ルイス・カーシンバウム

Although PPS has been a major stock photo 
agency for more than 40 years, the last decade 
has seen major changes in the business worldwide. 
PPS continues to represent photographers in 
Japan and throughout the world.

With the advent of the internet, the marketing of 
photography has changed drastically and access 
to the number of photographs has increased 
exponentially.

PPS thoroughly covers both the publishing and 
advertising markets with high content information 
photography of people, science, arts and history, 
environment and the natural sciences.

PPS will continue representing photographers and 
photo agencies with the finest photography in the 
Japanese market in the fields of publishing and 
advertising long into the future.

Robert L.Kirschenbaum
President, Pacific Press Service
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お客様にとって幅広いジャンルと充実した内容の検索
サイトをご提供するとともに、常に改良を重ね、使い
やすく愛用される検索サイトを構築する事を心がけて
おります。

お客様がご自身でリサーチする事が一番良い結果をも
たらしますが、お客様のご都合で出来ない場合もあり
ます。お客様の担当スタッフはリサーチのフォローアッ
プや代行を行い、適切な写真を検索します。リサーチ
に精通したスタッフはスムーズにお探しの写真をご案
内いたします。

お客さまがお持ちの写真集に、使用したい写真や図版
がある場合、国内外にて権利関係をリサーチし、使用
して頂けるよう最大限の努力をいたします。

お客様が使用希望の絵画が海外の美術館にある場合、
担当スタッフは直接またはネットワークを通して、美
術館より絵画の使用許可手続きおよびデジタルデータ
またはポジのお取り寄せをいたします。

お客様のご要望に応じて、国内外広く、写真撮影のコー
ディネーションを行います。ご依頼の撮影内容に応じ
て、国内をはじめ、アメリカ・ヨーロッパを中心にア
ジア・アフリカ・オーストラリアなどの地域にて得意
とする写真家を選び、アサイメント撮影をコーディネー
トいたします。

お客様の幅広いニーズに応じて、博物館・美術館にお
ける美術品の撮影や、広告用途、アニュアルレポート
や会社案内用途に海外支社・支店・工場での人物撮影
などをスムーズにコーディネートいたします。

出版企画・広告企画・写真展企画など、PPS は 40 年
余りの総合写真エージェンシーの歴史の中でお客様の
ニーズにお応えしてきました。今後も幅広く豊かな経
験をもって、あらゆる企画に対応させていただきます。

HOW TO USE PPS SERVICES

PPS は「100% +360°」
弊社は広く、深く、豊かなサービスをいたします。

1.Breadth & Depth 4.SHOOTING ASSIGNMENT

2.FOLLOW UP

3.RESEARCH SERVICE

5.OTHER SERVICES

ⓒ W.Eugene Smith "The Walk to Paradise Garden"
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質の高い写真を、広く、深く。
お探しの 1 点が必ず見つかります。

PPS は総合写真エージェンシーとして、世界の風景、歴史、美術、人間、科学、自然、宇宙、地球環境、
建築、産業、社会、スポーツなど幅広い分野にわたり、常時 1000 万点を超える写真をご用意して
います。お客様のさまざまなニーズにスピーディーにお応えいたします。「こんな写真はないだろう」
といったユニークなご要望もお寄せください。

宇宙

サイエンス

ビジネス

人間

歴史

自然

産業

スポーツ

ライフスタイル

世界遺産

動物

建築

芸能

政治・社会

世界の風景

植物

交通

美術

環境問題

日本
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幅広いジャンルの中から、ご希望の画像をお選びいただけます。

●検索サイトシステムー当社ホームページでイメージをお探しできます

　PPS ■動画コレクション

当社検索サイトでは、海外有力エージェント20 社以上の個別サイト、総計 1000 万枚を超える豊
富な画像の中から、キーワードによる検索で手軽に画像をお探しいただけます。
一般的な画像の検索のほかに【映画：俳優・スチル】【RF（ロイヤリティフリー）】などの専門コレ
クションをご用意しております、画像内容によりお選びください。また、テーマ別で画像を検索で
きる「Special Search」、検索条件を設定できる「Advanced Search」をご利用いただければ、よ
り的確な検索が可能です。

ロンドンを本拠とするストックフォトエージェン Science 
Photo Library の豊富な科学動画コレクションを筆頭に
動画の取り扱いも致しております。PPS ■動画コレクショ
ンでは医学、地球環境、科学技術、宇宙、動植物（RM）、
日本のイメージ（RF）のイメージなどの動画を検索して
頂けます。検索方法、ライトボックスや注文カートの使
用方法は、静止画の場合とまったく同じです。

世界遺産、作家別による写真、現代絵画、カテゴリー検索などテーマ別にま
とめて画像をご覧いただけます。

検索内容に条件を付けての検索、番号検索、写真家名検索など、効率的に画
像を検索いただけます。

検索サイトではリサーチのご依頼も承ります。膨大なストックから専門のスタッ
フが迅速に検索いたします。メニュ−の【リサーチ依頼】をご利用ください。

トップ画面では、新着案内、PPS ニュースなど常に新しい情報を掲載してお
ります。ご登録のお客様にはメールにて更新情報のご案内をいたしております。
こちらも是非ご活用ください。

● Special Search

● Advanced Search

●リサーチ依頼 

●新規作品など
　各種ご案内　 
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アメリカを代表する歴史アーカイブ「The Granger Collection」。
イギリスの大英図書館をはじめ、多くの博物館のアーカイブを擁する

「Heritage Image Partnership」。歴史的事件から風刺イラストまで、多彩な歴史的
図版を保有するイギリスの伝統的アーカイブ「Mary Evans Picture Library」など多
数のエージェントと提携。貴重かつ豊富な内容は国内屈指の品揃えです。
       

ドイツ最大の歴史・美術アーカイブを持つ「akg-images」。個人の歴史・
文化写真コレクションでは質量ともに世界最高のアーカイブ、オースト

リアの「Erich Lessing」。ロンドンを拠点に 8000 名のアーティスト作品を所有する
「The Bridgeman Art Library」。1960 年代までの歴史写真や現代アートからコン
テンポラリーまでの美術作品を備えるアメリカの「SuperStock」など、幅広いジャン
ルの絵画・アート作品をご用意しております。

イギリスの「SCIENCE PHOTO LIBRARY」は世
界最高の内容と規模を持つ科学専門のエージェン

シー。宇宙から科学、先端技術、歴史写真まで網羅しております。アメリカ老舗総合エー
ジェンシー「Photo Researchers」もこの分野の画像を多数取り揃えております。
　

当社オリジナルの画像ブランド「PPS ■ Archives21」
と「PPS ■ Digital Network」は合わせて 20 万枚超

のストックを保有。その他、洗練された人物イメージや印象的な風景写真を高画質で提
供しているスペインの「age fotostock」。イギリスを拠点に 1000 万枚以上の多彩な
ストックを誇る「alamy」など、クリエイティブイメージにおいても幅広く豊富にご用
意をしております。

ニュース・エンターテインメント画像
を世界 30 余国に配信しているロンドン

の「REX FEATURES」。映画スターやセレブリティのニュースを扱うハリウッドの
「Shooting Star」。ロンドンを拠点に、国際的なニュース・肖像写真を中心とした歴
史コレクションなどを扱う「photoshot」。19 世紀から最新作までの映画のスチル＆
ポスターや俳優のポートレート、撮影現場が揃ったスペインの「Album」など各社と
提携。エンターテインメント系のリクエストにもお応えしております。
　　　

国内では北海道から沖縄までのカメラマン、エージェンシーと提携してお
り、各地の風景、行事など各種取寄せが可能です。海外の画像においても様々

な著名カメラマン、上記以外の各国エージェンシーとの提携により、写真の入手、調査、
撮影など、お客様のご要請、ご要望を形にいたします。
　　　　

当社では、ロイヤリティ・フリー画像も多数取り揃えて
おります。その数 200 万点超 (2009.03 現在 )。他社に

ない独自の画像が揃っております。当社取扱いのロイヤリティ・フリー画像は全て当社
画像検索システムでお探しいただけます。是非こちらをご利用ください。

国内、海外の魅力あるカメラマン、専門エージェントを
パートナーに、お客様のさまざまなニーズにお応えしております。

Various partners

PPS では 40 年以上に渡る活動の中で、出版、広告業界に様々な写真を提供してまいりました。
長年の信頼で構築された世界中のカメラマン、エージェントとの広いネットワークを駆使して、
お客様のご要望に応じた作品をお手元にお届けいたします。
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 歴史写真

 美術作品

 科学・宇宙・動物・自然作品

 クリエイティブイメージ

 エンターテインメント、ニュース画像

 その他

 ロイヤリティ・フリー



PPS DATA

広告、編集、企画など写真に関することなら、PPS へご相談ください。

PPS では、広告、編集用写真の貸出しはもちろん、さまざまなクリエイティブ企画にも誠意を持っ
てお応えいたします。各種プレゼンテーションや印刷物の企画・制作など、写真に関することなら、
どんなことでも PPS へお気軽にご相談ください。

PPS 通信社はパシフィック・プレス・サービス (PPS)として 1965 年、極東
プレスサービスを引き継ぐ形で設立され、報道及びトピックス写真を扱う会
社として発足しました。1969 年には顧客対象を、出版社に加えて広告界
まで拡大。さらに 1974 年には写真展の開催を始め、1977 年にはオリジ
ナル・プリントの販売業務を開始するなど、次々に活動の幅を広げてまい
りました。これからも世界中の優れたカメラマン、豊富なネットワークを通
じて、質の高い魅力ある作品を提供してまいります。

1965 年（昭和 40 年） 12 月 21 日、港区赤坂 1 丁目に創立
1968 年（昭和 43 年） 千代田区九段に本社移転
1969 年（昭和 44 年） 広告写真業務開始
1970 年（昭和 45 年） 大阪市北区に大阪支社設立
1974 年（昭和 49 年） PPS 第 1 回写真展開催
1976 年（昭和 51 年） 資本金 1,000 万円に増資
1977 年（昭和 52 年） オリジナル・プリント業務開始
1978 年（昭和 53 年） 事業拡大のため千代田区飯田橋に本社移転
1979 年（昭和 54 年） ニューヨーク駐在事務所設置
 大阪支社大阪市西区（本町）へ拡張移転
1985 年（昭和 60 年） パリ駐在事務所設置
1987 年（昭和 62 年） 銀座フォトライブラリー開設
1989 年（平成   1 年） 「第 14 回日本写真家協会賞」受賞
1990 年（平成   2 年） PPS ニューヨーク開設
 銀座フォトライブラリーを業務拡張のため銀座営業所と 
 改称
1992 年（平成   4 年） 本社、大阪営業所拡張
1993 年（平成   5 年） 名古屋支社開設、銀座営業所を中央区銀座へ拡張移転
1995 年（平成   7 年）  名古屋支社を閉鎖
1996 年（平成   8 年） 東京の 2 営業所を銀座４丁目へ統合、本社を中央区
 銀座４丁目に移転
2001 年（平成 13 年） PPS 画像検索システムのサービスを開始
2002 年（平成 14 年） 独自の画像ブランド【PPS Archiver21】
 【PPS Digtal network】のサービス開始
2008 年（平成 20 年） PPS 画像検索システムの取扱い作品数が 1000  
 万点を突破。
2010 年（平成 22 年） 千代田区九段下に本社移転

　会　社　概　要 Company Information

Company History　社　史　概　要

社名／株式会社ピーピーエス通信社（PACIFIC PRESS SERVICE）
会社所在地／〒102-0073　東京都千代田区九段北 1-4-1
　　　　　　日本地所ブルックスビル 8F  TEL: （03）3265-9940（代）
設立／昭和 40 年 12 月 21日
資本金／1,000 万円（授権資本 4,000 万円）
会社役員／代表取締役社長：ロバート・L・カーシンバウム
海外ネットワーク／アメリカ　フランス　イギリス　ドイツ　
　　　　　　　　イタリア　中国　韓国　インド　スペイン　
　　　　　　　　オーストラリア　他世界諸各国
取引銀行／三菱東京 UFJ 銀行虎ノ門中央支店   りそな銀行九段支店
　　　　　みずほ銀行飯田橋支店

Company Name:  Pacific Press Service
Headquarters:  Nihon Jisho Brooks Bldg. 8F, 1-4-1 Kudan Kita,
　　　　　　    Chiyoda-Ku, Tokyo 102-0073 TEL:(03)3265-9940
Established: December 21st, 1965
Capital:  10 million yen (authorized capital 40 million yen)
Company Officers:  Robert L. Kirschenbaum
Overseas Network:  United States, France, Great Britain, Germany, Italy,   
 China,South Korea,India,Spain, Australia, and many 
 other countries 
 throughout the world
Bank Accounts: Mitsubishi Tokyo UFJ Bank Toranomon Chuou Branch, 
 Resona Bank Kudan Branch, Mizuho Bank Iidabashi Branch

Established in 1965 as Pacific Press Service (PPS) by taking over representations 
previously held by Far East Press Service, PPS began as a news and feature 
photo agency.  In 1969, it expanded its activities to include the sale of pictures 
for advertising in addition to publishing.  This was further expanded to organizing 
photography exhibitions in1974, and sales of fine art photography in 1977.  
Through superior photographers in the world, an abundant network, high quality 
charm offers the work which there is from now on.

1965 December 21st, company established at Akasaka 1-chome, Minato-ku,  
 Tokyo.
1968 Headquarters moved to Kudan, Chiyoda-ku, Tokyo.
1969 Established advertising photography sales division.
1970 Osaka Branch established in Kita-ku, Osaka.
1974 Organized the first photography exhbition.
1976 Capital increased to 10 million yen.
1977 Established fine art photography division.
1978 To expand operations, headquarters moved to Iidabashi, Chiyoda-ku,   
 Tokyo.
1979 New York Liaison Office established. Osaka Branch moved to Honmachi,  
 Nishi-ku, Osaka.
1985 Paris Liaison Office established.
1987 Ginza Photo Library established.
1989 PPS receives" The 14th Japan Professional Photographers Society Award "
1990 New York subsidiary established. Ginza Sales Office established.
1992 Offices in Iidabashi, Osaka expanded.
1993 Nagoya Branch established. Moved to larger Ginza Sales Office.
1995 Nagoya Branch closed.
1996 Two sales offices in Tokyo combined into one in Ginza. Headquarters   
 moved to Ginza.
2001 Begins PPS Digital Search System.
2002 PPS's own image web sites 【PPS Archives21】 and
 【PPS Digital Network】 instituted.
2008  PPS offers clients more than 10 million images digitally. 
2010  Headquarters moved to Kudan Shita, Chiyoda-Ku,Tokyo.
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〒102-0073　東京都千代田区九段北1-4-1 日本地所ブルックスビル8F
TEL: （03）3265-9940（代）／FAX :（03）3265-9942
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