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ントロール

キヤノン EOS 50D 、キヤノ
ン 300mm、f2.8 ISレンズ、
1/2000秒、f5.6、ISO 400

www.shahrogersphotography.com

esa.malkonen@luukku.com

ルマスターのカメラトリガー、キャムトラプ
ションズのワイヤレス・フラッシュ・トリガー

ニコン D3S、600mm f4レン
ズ、1/8秒、f13、ISO 100

www.emmanuelrondeau.com

www.wildphoto.com

p.271

ニコン D3S、14-24mm f2.8
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f2.8マクロレンズ、1/100秒、フ
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キヤノン E O S 5 D M a r k I I I +
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www.insectphotography.com
www.thesmallermajority.com

キヤノン EOS-1D Mark II、
キヤノン、MP-E 65mm マクロレン
ズ、1/160秒、f16、400 ISO

ニコン D300、500mm f4レン
ズ、1/500秒、f4、ISO 800、
マンフロット 680B モノポッ
ド、293 三脚ヘッド

p.246

ニコン D800 + 105mm f2.8
レンズ、1/320 秒、f16 、ISO
200、ノーティカムのハウジン
グ、イノン Z-240ストロボ2個

p.60

www.scottishnaturephotography.com

www.fabienmichenet.photoshelter.com

www.philippe-henry.com

ソルビン・ザンク

ダグ・アラン

ダグ・ペリン

ダニー・グリーン

ダニエル・ベルトラ

チェリー・アレクサンダー

ブライアン・スケリー

ブライアン・ロジャース

フランス・ランティング

ドイツ

英国

米国

英国

スペイン / 米国

英国

米国

英国

米国

p.188

p.231

p.227

p.200

p.220

p.4

p.182

p.48

p.37

www.solvinzankl.com
エージェント：www.naturepl.com

www.dougallan.com

www.seapics.com

www.dannygreenphotography.com

www.danielbeltra.com

b.m.rogers@btinternet.com

www.franslanting.com

ニコン F5、300mmレンズ、
1/125 秒、f2.8 、エクタクロー
ム E100VS、三脚
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p.46

ニコン F3 、80-200mmレン
ズ、1/125 秒、f8 、コダクロー
ム64

ニコノス V、20mmレンズ、
1/125 秒、f5.6、フジクローム
センシア 200

ニコン F4s 、60mmレンズ、
1/125 秒、f22、フジクローム
ベルビア、アクアティカのハ
ウジング、イケライトのストロ
ボ2個

p.232

キヤノン EOS D60 、Sigma
14mm、f2.8レンズ、1/800秒、
f5.6、ISO 200、
UK Germanyのハウジング、
キヤノン 550EX、ストロボ

キヤノン EOS-1Ds Mark
II 、キヤノン、70-200mm
レンズ、1/3 秒、f2.8 、ISO
400、三脚

p.273

キヤノン EOS 5D Mark II、
キヤノン EOS 5D Mark II、
キヤノン T90、
100-400mm f4.5-5.6レンズ、 35mm 、f1.4レンズ、35mm 、 80-200mmレンズ、
1/1000秒、f5.6、ISO 500
1/30秒、f4、ISO 800
コダクローム64

www.arcticphoto.co.uk

ニコン D 5 、17– 3 5 m m f 2. 8
レンズ（ 24m m ）、10 秒、f 8 、
ISO 1600 、ニコン フラッシュ
（ M1/64 発光）、タングステン
ジェル、ニコン リモートレリーズ

www.BrianSkerry.com

p.235

p.236

ニコン D2x、16mmレンズ、
ニコン D2x、10.5mm f2.8レ
1/30秒、f9 、ISO 200 、スバ
ンズ、1/80秒、f6.3、スバルの
ル ハウジング、ハーテンバー
ハウジング
ガー ストロボ2個（出力1/4）、
追加のストロボ

p.267

ニコン D2X、16mmレンズ、
1/60 秒、f8 、ISO 100 、スバ
ルのハウジング、シーアンド
シー YS90 ストロボ

ニコン F3、135mm f3.5レン
ズ、スカイライトフィルター、
コダクローム64

p.38

ペ ンタックス S F X n 、
300mm f2.8レンズ、1.7倍
テレコンバーター、1/125秒、
f5.6、コダクローム64、三脚

p.64

ニコン F E 2 、10 5 m m レン
ズ、コダクローム64、ヴィヴィ
ターのフラッシュ
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Index of photographers

フランス・ランティング （続き）

ブリッタ・ヤシンスキー

フリッツ・ぺルキング

ブル ーノ・ダミチス

マイケル・フォグデン、パトリシア・フォグデン

マッツ・アンデルソン

マテウス・ピエシアク

マリー・ルース・ユベール、ジャン・ルイ・クライン

マルコ・コロンボ

マルセル・ヴァン・オーステン

ミッシェル・ホール

米国

ドイツ / 英国

ドイツ

イタリア

英国

スウェーデン

ポーランド

フランス

イタリア

オランダ

米国

p.274

p.263

p.206

p.43

p.49

p.146

susan.fogden@fogdenphotos.co.uk
エージェント：www.mindenpictures.com (USA)
www.naturepl.com (UK)

p.55
ニコン D700 、70-200mm
f 2 . 8 レンズ、1. 6 秒、f 18 、
I S O 2 0 0 、マ ン フ ロ ット
190PROB 三脚、804CR2

www.matsandersson.nu

www.mateuszpiesiak.pl

www.klein-hubert-photo.com

www.calosoma.it

www.squiver.com

p.66

p.211

ニコン N90 、300mmレンズ、 ニコン、24mmレンズ、コダク
フジクローム
ローム64

www.franslanting.com

p.198

ニコン FE2、200mm 固定集
点レンズ、1/8秒、f4、コダック

TRI-X-Pan 400

p.207

ニコン F 4 + 8 5 m m レン
ズ、1/125 秒、f5.6 、コダック
プロフェッショナルトライ-X

400

ニコン F4、300mmレンズ、
f4 オート、コダクローム64 、
三脚

p.195

オリンパス OM-1、
135mm ズイコーレンズ、
アグファパン 400、三脚

www.poelking.com

www.brittaphotography.com

キヤノン E O S 5 D M a r k
I I + 17– 4 0 m m f4 レンズ
（ 38mm ）、1/160 秒、f4 、

ニコン F3、105mmレンズ、
コダクローム64、外付けフラッ
シュ

ISO 400

www.brunodamicis.com

ニコン D4 + 300mm f2.8 レ
キヤノン EOS 40D、400mm
ンズ + 2 倍テレコンバーター、 f5.6レンズ、1/800 秒、f5.6 、
1/160秒、f5.6、ISO 400
ISO 400

キヤノン EOS-1、80-200mm
レンズ、1/125 秒、f4 、フジク
ローム100

ヘッド

ニ コ ン D 8 1 0 、タ ム ロ
ン 24 –70 m m f 2.8 レンズ
（ 24mm ）、1/320 秒、f8 、
ISO 1600 、ニコン SB-910
フラッシュ

p.178

ニコン D3S、24-70mm f2.8レ
ンズ、15 秒、f2.8 、ISO 2500 、
ジッツオの三脚、マーキンズ
ボールヘッド、ケーブルレリーズ

p.185

ニコノス IV、35mmレンズ、
エクステンションチューブ、
1/60 秒、f22 、コダクローム
64、ストロボ

www.howardhall.com

ブレント・スタートン

フロリアン・シュルツ

ベンジャム・ペンティネン

ベンス・マテ

ミッシェル・ル ー

ミッシェル・ロッゴ

ヤス パー・ドゥースト

ヤン・ファン・デル・グリーフ

ヤン・フェルメール

ヤン・ペーター・ラハール

ヨハンネス・ラフティ

南アフリカ

ドイツ

フィンランド

ハンガリー

フランス

スイス

オランダ

オランダ

オランダ

スウェーデン

フィンランド

p.216

p.78

p.42

p.52

p.238

p.139

p.209

p.7

p.101

p.68

p.269

ニコン D7 0 0 、17- 3 5 m m
f2.8レンズ、1/60 秒、f4.5 、

ISO 1250

p.280

キヤノン EOS-1D X、28mm
f2.8 レンズ、1/250 秒、f9 、
ISO 200、フラッシュ

www.brentstirton.com

エージェント：www.gettyimages.com

ニコン D3X 、200-400mm
f4レンズ、1/80 0 秒、f4.5 、

ISO 800

キヤノン EOS 3、300mmレ
ンズ、f2.8 、1/60 秒、f5.6 、フ
ジクローム100

www.visionsofthewild.com

www.pontinen.ﬁ

ニコン D200、300mm f2.8
レンズ、1/1000 秒、f2.8 、三
脚

p.170

ニコン D700 、105mm f2.8
レンズ、1/200 秒、f10 、ISO
640、SB-800 フラッシュ

p.253

ニコン F100 、300mm f2.8
I F E D レンズ、テレコンバー
ター、1/60 秒、f2.8 、フジク
ローム ベルビア 50

p.255

キヤノン EOS 300D、キヤノ
ン、28-80mm f4 USMレンズ、
30秒、f2.8、三脚

www.matebence.hu/en ｜ oﬃce@matebence.hu

ニコノス V、15mmレンズ、
1/6 0 秒、f11、フジクローム

キヤノン EOS 5D Mark II、
EF 16-35mm f2.8レンズ、
1/85 秒、f5.6 、ISO 400 、ハ
ギーフォトのハウジング

www.michelloup.com

www.roggo.ch

www.jasperdoest.com

MS 100-1000

ニコン D3 + 105mm f2.8
レンズ、1/200 秒、f16 、ISO

2000

キヤノン EOS-1D X Mark II、
500mm f4 レンズ、1.4倍エク
ステンダー、1/5000 秒、f5.6 、
ISO 4000 、ジッツォの三脚、
ジョブデザイン ジンバル雲台

www.janvandergreef.com

ニコン D2X 、70-200mmレ
ンズ、1.4倍 エクステンダー、
1/640 秒、f7.1、ジッツオの三
脚

p.69

キヤノン EOS 10D、500mm
ペンタックス 6x7、300mmレ
レンズ、1.4倍 エクステンダー、 ンズ、1/5秒、f22、フジクロー
1/500秒、f8、400 ISO、ビー
ム ベルビア
ンバッグ

www.janvermeer.nl

キヤノン E O S -1N R S 、
35-350mmレンズ、f22、プ
ロビア 400F

www.lahall.com

johannes.lahti@nettikirje.ﬁ

ポール・ニックレン

ポール・ヘルマンセン

ホセ・B・ル イス

ホルディ・チアス

ラジェシュ・ベディ

リチャード・デュ・トワ

リチャード・ハーマン

ローリー・キャンベル

ローレンス・アレックス・ウー

ローラン・バレスタ

ローン・ギル

カナダ

ノルウェー

スペイン

スペイン

インド

南アフリカ

米国

英国

カナダ

フランス

英国

p.266

p.74

p.79

p.103

p.63

p.166

p.98

p.212

www.lawrencealexwu.com

www.laurentballesta.com
www.blancpain-ocean-commitment.com/
en-us#!/photographer/laurent-ballesta

p.127
キヤノン E O S -1D M a r k
IV、24-105mm f4レンズ、
1/2000秒、f11、ISO 400

p.133

p.218
EO S -1N、
キヤノン EOS-1Ds Mark II 、
70-100mmレンズ、1/500 秒、 70-200mmレンズ、1/2000
f9.5、コダック 100VS
秒、f5、ISO 400
キ ヤノ ン

p.241

p.102

キヤノン EOS-1D Mark IV、 ニコン F4、400mmレンズ、
8-15mm f4レンズ、1/1000秒、 1/30 秒、f4 、フジクローム ベ
f7.1、ISO 500、シーカムのハ
ルビア
ウジング

p.191

キヤノン EOS 5D Mark III 、
17mm ティルトシフトレンズ、
0.3 秒、f11、ISO 250 、遠隔
操作のフラッシュ

p.176

ニコン FM-2、50mm f2 A1Sレ
ンズ、6分、f2.8、フジクローム
ベルビア、三脚、テレフラッ
シュシステム

www.josebruiz.com
www.palhermansen.com ｜ エージェント：www.naturepl.com エージェント：www.naturepl.com

www.paulnicklen.com

ニコン D300 + トキナー 魚
眼10–17mm f3.5–4.5 DX レ
ンズ、1/160秒、f14、ISO 200、
ハウジング、イノンのストロボ

ニコン F M 、8 0 - 2 0 0 m m
ニコン F-801s、300mmレン
ズームレンズ、1/250 秒、f4.5 、 ズ、1/125 秒、f4 、フジクロー
コダクローム64
ム ベルビア、ビーンバッグ

ニコン F 、5 5 m m レンズ、
1/60 秒、f16 、フジクローム
50、ストロボライト

ニコン F3、600mmレンズ、
1/15 秒、f5.6 、コダクローム

200

www.uwaterphoto.com
エージェント：www.naturepl.com

www.bedibrothers.co.in/Bedi

www.richarddutoit.com

www.richardherrmann.com

www.lauriecampbell.com

p.88

ニコン F4、300mmレンズ、
2倍テレコンバーター、1/500
秒、f5.6、コダクローム200

マーカス・ウェストベルグ

マーク・レオン

マーティン・コル ベック

マーティン・ハー べイ

マイケル・“ニック”・ニコルズ

マイケル・パトリック・オニール

ロス・ホディノット

ロナン・ドノバン

ロビン・ムーア

ロブ・ジョーダン

ロブ・バジャー

スウェーデン

米国

英国

南アフリカ

米国

米国

英国

米国

英国

英国

米国

p.276

キヤノン 5 D M a r k I I I 、
1 6 – 3 5 m m f 2 . 8 レンズ
（16mm）、1/80 秒、f4.5 、

p.268
ニコン D7 0 0 、17- 3 5 m m
f2.8レンズ、1/60 秒、f4.5 、
ISO 1250

p.40

p.80

p.150

p.247

p.141

p.278

p.275

p.123

p.107

www.marcuswestberg.photo

www.markleongphotography.com

www.mpostock.com

www.rosshoddinott.co.uk

www.ronandonovan.com

www.robindmoore.com

ISO 1600
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p.39

p.196

キヤノン EOS-1、
キヤノン EOS-1V、
80-200mmレンズ、1/250 秒、 EF 300mm f2.8レンズ、1/15
f8、フジクローム ベルビア
秒、f2.8、イルフォード Delta
100、フルードヘッドの三脚

www.martyncolbeck.com
エージェント：www.gettyimages.co.uk

p.152

キヤノン EOS-1N 、600mm
レンズ、1/500 秒、フジクロー
ム ベルビア、ビーンバッグ

ニコン F4、300mmレンズ、
1/250秒、f2.8、フジクローム
100 ISO 200 、リモートコン
トロール

ニコン N90、24mmレンズ、
1/125秒、f8、コダック 100、
ラジオトリガー、ストロボ3個

www.wildimagesonline.com

www.michaelnicknichols.com

ニコン D4 + 60mm f2.8 レ
ンズ、 1/8 秒、f16、ISO 500、
アクアティカのハウジング、
two イノン Z-220ストロボ2個

ニコン D300、120-400mm
レンズ、400mm、1/500 秒、
f5.6、ISO 400

キ ヤノ ン E O S - 1 D X +
200 – 400mm f4 レンズ、
1/8000秒、f5.6、ISO 400

キヤノン EOS 5D Mark III + 100mm
f2.8 レンズ、1/200秒、f5.6、ISO 160、
スピードライト600EX II-RTフラッシュ
580EX 2個、ウェストコット 28インチ
アポロ アンブレラ型ソフトボックス

ニコン F4s 、500mm f4レン
ズ、1/15 秒、f4 、フジクロー
ム プロビア、水面の隠れ家、
ビーンバッグ

ハッセルブラッド 553ELX、
カールツァイス 500mmレン
ズ、1/125秒、f11、ケーブルレ
リーズ、ジッツオの三脚

www.robjordan.co.uk

www.robbadger.com

オリンパス C5050Z、1/200
秒、f8 、ISO 64 、イケライト
D S125 ハウジング、イノン
Z-220 ストロボ

ニコン D4S + 13mm f2.8 レンズ、1/30
〜1/60 秒、f6.3 – 147 合成写真、ISO
3200、シーカムのハウジング、フラッシュ

ニコン F4 、24mmレンズ、
1/500秒、f4、
フジクローム ベルビア

www.scottishnaturephotography.com
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