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アート・ウルフ

アレックス・バジャエフ

アントニオ・ブシエロ

アンジェロ・ガンドルフィ

アンドラス・メスザロス

アンジー・スコット

アンドレ・ベルチ

アイザック・プレトリウス

インゴ・アルント ウィナンド・デュ・プレシス

アウドゥン・リカルドソン

ヴァルター・ビノット ヴァンサン・ミュニエ ウェンディ・シャティル

エマニュエル・ロンドー オーレ・ヨルゲン・リオデン

クラウス・エクレキム・ウェスタースコフ クラウス・ニガ

ガース・レンツオリビエ・グリュンヴァルド

カール・アマン

クリスチャン・ツィーグラー

オファー・レビー

カール・R・サムズ2世

クリス・パッカム

カイ・ファガーストロム ガレン・ローウェルカトリオナ・パーフィット カルロス・ペレス・ナヴァル

ウルマス・タルテス

今森光彦

アンソニー・バニスター

アディトヤ・ビロール アヌップ・シャー

アンティ・レイノネンアンディ・ラウス

p.105
ニコン N90S、600mmレン
ズ、1/30秒、f16、フジクロー
ム ベルビア

www.artwolfe.com

p.190  
キヤノン  E O S -1D M a r k 
IV、EF 24-105mmレンズ、
35mm、1/200秒、f14、ISO 
320、リモートフラッシュ

www.tenbestphotos.com

p.192  
キヤノン EOS-1D Mark IV + 
105mm レンズ、2.5秒、f14、
ISO 250、キヤノン 430EX II 
フラッシュ

p.202  
ニコン D3、70-200mm f2.8
レンズ、1/125秒、f22、ISO 
320

www.antoniobusiello.com

p.45  
ペンタックス LX、200mm
レンズ、1/250秒、f4、エクタク
ローム 64 プロフェッショナル

gandolfiangelo@gmail.com
エージェント：www.naturepl.com

p.167  
キヤノン  E O S  5 D、E F 
50mm f1.8レンズ 、エクス
テンションチューブ2セット、
1/200秒、f9、ISO 200

www.meszarosandras.com

p.134  
キヤノン EOS-1V、500mmレン
ズ、偏光フィルター、1/250秒、
f4.5、イメージスタビライザー、
フジクローム ベルビア、三脚

www.jonathanangelascott.com

p.30  
ニコン F4、400mmレンズ、
1/30秒、f4、フジクローム ベ
ルビア、三脚

www.wildtropix.com

p.145  
キヤノン EOS-1D X Mark II、
600mm f4 レンズ、1/400秒、
f4、ISO 1600

www.theafricanphotographer.com

p.135 
ミノルタ、500mmレンズ、
1/250秒、f5.6、フジクローム 
センシア 100、三脚

www.ingoarndt.com

p.174  
ニコン F-801s、75-210mm
レンズ、フジクローム100、ハ
ンドヘルドフラッシュ

www.photos-namibia.com

p.181  
キヤノン  E O S - 1 D  X、
24–70mm レンズ（42mm）、
1/40秒、f5.6、ISO 4000、キ
ヤノン 600 フラッシュ2個

www.audunrikardsen.com

p.245  
キヤノン  E O S -1D  X  、
11–24mm f4 レンズ（11mm）、
Lee filter（1.2）、1/100秒、
f5.6、ISO 1600、自作のハウ
ジング

p.119  
ニコン D300、300mm f2.8
レンズ、テレコンバーター、
1/250秒、f4.8、ISO 320

www.valterbinotto.it

p.118  
ニコン D2x、70-200mmレ
ンズ、1/2000秒、f6.3、ISO 
200

p.254  
ニコン F5、600mmレンズ、
1/125秒、f4、フジクローム 
プロビア 100、三脚

p.129  
キヤノン  T90、800mmレ
ンズ、1/125秒、f6.7、フジク
ローム ベルビア

www.dancingpelican.com

p.159  
キヤノン EOS 550D、シグマ 10–20mm 
f4–5.6 レンズ（16mm）、1/20秒、f9、ISO 
200、ニコン SB-28フラッシュ2個、トレイ
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
www.emmanuelrondeau.com

p.111  
ニコン D3S、600mm f4レン
ズ、1/8秒、f13、ISO 100

p.140  
キヤノン  E O S  5 D  M a r k  I I、
17-40mm、f4レンズ、1/60秒、f7.1、
ISO 160、フラッシュ

www.echle-naturfoto.de
エージェント：www.naturepl.com

p.87  
キヤノン F1、28mmレンズ、
1/30秒、f12、フジクローム50

p.136 
ニコン D100、80-200mmレ
ンズ、1/90秒、f4、ISO 200

p.221  
ニコン D3、24-70mm f2.8
レンズ、1/800秒、f6.3、ISO 
800

www.garthlenz.com

p.226  
ニコノス II +18mmレンズ、
1/60秒、f5.6、エクタクローム 
64 ISO 100 増感、シーアンド
シーのストロボ

p.217  
ニコン D3、70-200mm f2.8
レンズ、200mm、1/1600秒、
f5.6、ISO 250

p.54  
ニコン F801、17-35mm f2.8
レンズ、グレーグラデーション
フィルター、フジクローム ベ
ルビア、1/8秒、f16、三脚

p.264  
ニコン F4、24-50mmレンズ、
フジクローム  ベルビア、フ
ラッシュ

www.karlammann.com

p.187  
キヤノン EOS 5D Mark II、
17mm f2.8レンズ、1/60秒、
f22、ISO 400、フラッシュ6
個、リモートコントロール

p.271  
ニコン D3S、14-24mm f2.8
レンズ、1/400秒、f11、ISO 
1000

p.89  
キヤノン F1-N、80-200mm
レンズ、1/500秒、f5.6、コダ
クローム64

p.175  
ニコン F801、500mmレンズ、
3秒、f4、コダクローム64、三
脚

p.124  
キヤノン EOS-1D Mark IV、
600mm、f4レンズ、1/1250秒、
f4、ISO 1250、ミラーの三脚、
Arrow 25フルードヘッド
www.wildlife-photography-
school.com

p.130  
ニコン F4、80-200mmレン
ズ、1/8秒、f5.6、フジクロー
ム100

www.carlsams.com

p.117  
キヤノン F1、500mmレンズ、
1/30秒、f8、コダクローム64

www.chrispackham.co.uk

p.93 
ニコン F801、17-35mmレン
ズ、3秒、f4、フジクローム プ
ロビア 100、三脚

p.189  
ニコン D3、85mm f1.4レン
ズ、1/30秒、f4、ISO 1000

www.kafa.fi

p.91  
ニコン F4、24mmレンズ、
1/4秒、f16、フジクローム ベ
ルビア、三脚

www.mountainlight.com

p.256  
p.230 キヤノン EOS 400D、
EF 300mm f4レンズ、キヤノ
ン EF 1.4倍 エクステンダー、
1/200秒、f5.6、ISO 100

www.catrionaparfitt.co.uk

p.260  
ニコン 7100、200–400mm f4 
レンズ、1.4倍テレコンバーター
（500mm）、1/200秒、f5.6、
ISO 64
www.carlospereznaval.wordpress.com
enavalsu@gmail.com

p.168  
キヤノン EOS 5D Mark II、
MP-E65 f2.5 1-5xレンズ、
1/200秒、f14、ISO 400

www.urmastartes.ee

p.162  
ペンタックス 6x7 II、80mm
レンズ、1/30秒、f16、フジク
ローム ベルビア

www.imamori-world.jp

p.173  
ハッセルブラッド 500c、
80mm、f2.8 プラナーレンズ、
エクステンションチューブ

エージェント：NHPA/Photoshot 
www.nhpa.co.uk

p.199 
ニコン D90、70-300mmレ
ンズ、1/500秒、f8、ISO 400

www.lensandtales.com

p.81  
キヤノン EOS-1N、500mm
レンズ、フジクローム センシ
ア

p.61 
キヤノン A1、100mmレンズ、
1/250秒、f2、フジクローム
400

p.154  
キヤノン EOS 1V、20mmレ
ンズ、フジクローム ベルビア 
100F、ワイヤレス・リモート・コ
ントロール

p.65  
キヤノン T90、200mmレン
ズ、1/15秒、f2.8、フジクロー
ム400

p.149  
キヤノン EOS 5、17-35mmレ
ンズ、1/125秒、f11、フジクロー
ム ベルビア ISO 40、シャッ
ター・レリーズ・ケーブル
www.andyrouse.co.uk
エージェント：www.naturepl.com
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www.shahrogersphotography.com

www.anttileinonen.net 

www.vincentmunier.com ｜ Publishing: www.kobalann.com 

www.oliviergrunewald.comwww.wildphoto.com 

www.kimwesterskov.com 

www.naturphoto.de

www.nigge-photo.de
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アンヘル・フィトール

p.1  
ニコン  D 8 0 0  +  シグマ 
20mm f1.8 レンズ、1/250秒、
f16、ISO 50、ネクサスのハウ
ジング、レトラのストロボ2個

www.seaframes.com

スペイン

アレクサンダー・マスタード

p.230  
ニコン D100、105mm f2.8レ
ンズ、1/45秒、f13、ISO 200、
スバル ハウジング、サブトロ
ニックのフラッシュ2個

p.234 
ニコン D100、105mm f2.8レ
ンズ、1/45秒、f13、ISO 200、
スバル ハウジング、サブトロ
ニックのフラッシュ2個

p.242 
ニコン D4 + 20mm f2.8 レン
ズ、1/250秒、f10、ISO 800、
カールツァイス  アンダー
ウォーターコレクターレンズ、
スバルのハウジング、シーカ
ムの水中フラッシュ2個

英国

www.amustard.com ｜ エージェント：www.naturepl.com

p.186 
キヤノン EOS 1V、100mm 
f2.8マクロレンズ、1/100秒、フ
ジクローム ベルビア 50、フ
ラッシュ2個

ゲイリー・ステアークリストバル・セラーノ

p.106  
キヤノン EOS 5D、キヤノン 
EF 35-350mmレンズ、21秒、
f9.9、マンフロットの三脚

www.garysteer.com.au

p.223  
DJI Phantom 4 Pro Plus、
8.8–24mm f2.8–11 レンズ、
1/120秒、f4.5、ISO 100

www.cristobalserrano.com

オーストラリアスペイン

エサ・メルケネン

エイドリアン・ベイリー

p.110
キヤノン EOS 50D、キヤノ
ン 300mm、f2.8 ISレンズ、
1/2000秒、f5.6、ISO 400

esa.malkonen@luukku.com

p.67 
ニコン F5、500mmレンズ、
フジクローム ベルビア

www.baileyphotos.com
エージェント：www.auroraphotos.com

フィンランド

南アフリカ

コナー・ステファニソン サンドラ・バルトチャ 奚志農（Xi Zhinong）

p.259 
キヤノン EOS-1D Mark IV、
500mm f4レンズ、1.4倍 エ
クステンダー、1/15秒、f6.3、
ISO 400

www.connorstefanison.com

p.112 
ソニー  N E X - 5、ニコン 
50mm、f1.4レンズ、1/640秒、
f1.4、ISO 200、レンズベビー・
ティルト・トランスフォーマー

www.bartocha-photography.com

p.265 
キヤノン EOS-1N、400mmレ
ンズ、キヤノン 2倍 エクステン
ダー、1/500秒、f5.6、フジク
ローム プロビア

www.wildchina.cn 

カナダ ドイツ 中国

ジェイソン・ビーナス

p.131 
ニコン F90、70-210mmレン
ズ、1/60秒、f5.6、フジクロー
ム プロビア

www.twitter.com/jasonvenus

英国
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ジャック・ダイキンガ

ジョナサン・スコット

ステファノ・ウンターティナー セルゲイ・ゴルシュコフ

ジェフ・ロットマン

ジョウニ・ルースカネン ジョン・A・ホースフォール

ステファン・ヴェテル ゾリカ・コバチェビッチ

ソルビン・ザンク ダグ・アラン

スティーブ・ミルズ

ジェリー・ビショップ ジャスティン・ホフマン

ジョエル・サートレイ

スティーブ・レイス

スティーブ・ウィンター

ダグ・ペリン

スティーブン・フラー

ジム・ブランデンバーグ

p.138 
アルカスイス F-Field、シュナ
イダー Super-Symmar XL 
110mmレンズ、40秒、f4.5、
フジクローム ベルビア 50

www.dykinga.com

p.75 
キヤノン F1、500mmレンズ、
1/60秒、f4.5、コダクローム
64 ISO 80

www.jonathanangelascott.com

p.121  
ニコン D700、24-70mmレン
ズ、1/320秒、f16、ISO 1000

p.96  
ニコン D5 + 70–200mm 
f 2 . 8  レンズ（9 8 m m）、
1/3200秒、f5、ISO 500

エージェント：www.naturepl.com (UK) 、
www.mindenpictures.com (USA)

p.32 
ニコノス II、28mmレンズ、
2:1 エクステンションチューブ、
f22、コダクローム64、フラッ
シュ、レフ板

www.jeffrotman.com

p.59  
ニコン FM、
560mm f6.8レンズ、1/30秒、
f6.8、コダクローム64、三脚

ruuskanen.jouni@kajaani.net

p.161 
オリンパス OM2n、タムロン 
SP 90mmレンズ、コダクロー
ム64

horsfall.john@mac.com

p.94  
ニコン D3、24mm f1.4レ
ンズ、バーダー 赤外線カット
フィルター、20秒、f1.8、ISO 
4000

www.nuitsacrees.fr

p.114
ニコン D850、70–200mm 
f2.8 レンズ（112mm）、1/4秒、
f8、ISO 64、リアリーライトス
タッフの三脚、ボールヘッド

www.zoricakovacevicphotography.com

p.188  
ニコン F5、300mmレンズ、
1/125秒、f2.8、エクタクロー
ム E100VS、三脚

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

p.231 
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

www.dougallan.com

p.83 
キヤノン EOS 50D、500mm 
f4レンズ、1/500秒、f5、
ISO 400

www.stevemills-birdphotography.com

p.163 
ニコン 8008s、90mmレンズ、
エクステンション、f22、フジ
クローム ベルビア、デュアル
ストロボ、ディフューザー

gbishop60@comcast.net

p.277 
ソニー Alpha 7R II + 16–35mm f4 
レンズ、1/60秒、f16、ISO 320、ノー
ティカムのハウジング+ Zen 230mm 
ノーティカム N120 スーパードーム、
Sea & Seaストロボ2個（電子同期）
www.justin-hofman.com

p.214 
ニコン F5、ニコン 80-200mm、
オートフォーカスレンズ、
1/250秒、f2.8、フジクローム 
プロビア

www.joelsartore.com

p.142
キヤノン EOS-1D Mark III + 
500mm f4 レンズ、1/800秒、
f6.3 (+0.7 e/v)、ISO 400

www.steverace.com

p.2
ニコン D3S、200–400mm 
f4 レンズ（350mm）、1/400秒、
f8、ISO 400

p.156  
キヤノン EOS Rebel XT、
10-22mmレンズ、1/200秒、
f16、ISO 100

p.227 
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.51  
ニコン F3、24mm f2.8レン
ズ、コダクローム64

p.29  
ニコン F2、
640mm ノバフレックス レン
ズ、1/250秒、f11、コダクロー
ム64

p.270  
キヤノン  E O S  X T i 、
16mm-35mm f2.8レンズ、
1/160秒、f11、ISO 200

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

p.104  
ニコン F3、80-200mmレン
ズ、コダクローム64

p.46 
ニコン F3、80-200mmレン
ズ、1/125秒、f8、コダクロー
ム64

p.73 
ニコン F3、1/500秒、f8、コ
ダクローム64

p.26 
ニコン F3、300mmレンズ、
1/250秒、f2.8、コダクローム
64

米国

英国

イタリア ロシア

米国

フィンランド 英国

フランス セルビア/米国

ドイツ 英国

英国 

米国 米国

米国

英国

米国

米国

米国

米国

Index of photographers

ティム・レイマン

デビッド・デュビレ

パオ・ヨンチン ファビアン・ミシュネノアバート・ウー ピオトル・ナスクレッキ

デビッド・ロイド トニー・ウー

バリー・ウィルキンズ フィリップ・ヘンリー

デビッド・ウッドフォール デビッド・ガラン

デヴィッド・ホール

ファーガス・ギル

トーマス・D・マンゲルセン

ハンヌ・ハウタラ

デビッド・ケイレス ニック・ウィルトントマス・P・ペシャック

チャーリー・ハミルトン・ジェームズ

ブライアン・スケリー

p.108 
キヤノン EOS 5D Mark II、
600mm、f4レンズ、1/180秒、
f5.6、ISO 800

p.225  
ニコノス II +18mmレンズ、
1/60秒、f5.6

www.daviddoubilet.com

p.84  
キヤノン EOS-1D X + 800mm 
f5.6 レンズ、1/2500秒、f5.6 
(+0.67 e/v)、ISO 640、マンフ
ロットのカーボンファイバー三
脚 + 509HD雲台
stfbaoyanping@163.com

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

www.fabienmichenet.photoshelter.com

p.228  
ニコノス V 、15mmレンズ、
1/125秒、f11、フジクローム 
ベルビア ISO 100

www.norbertwu.com

p.164  
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

www.insectphotography.com
www.thesmallermajority.com

p.204  
ニコン D700、200-400mm
レンズ、1/3000秒、f4、ISO 
400

www.davidlloyd.net

p.248 
キヤノン  E O S 5D M a r k I I I  + 
15mm f2.8 レンズ、1/250秒、f6.3、
ISO 800、ジリオンのハウジング、
Pro-Oneの光学ガラスドームポート
www.tony-wu.com
エージェント：www.naturepl.com

p.76　 
キヤノン EOS-1、
600mmレンズ、1/2000秒、
f4、エクタクローム EPZ 100

www.jandbphotographers.com

p.60 
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

www.philippe-henry.com

p.92 
マミヤ 645、
210mmレンズ、125秒、f8、
フジクローム100

www.davidwoodfallimages.co.uk

p.56 
ニコン  D70 0 0  +  ニコン  10 – 24 m m 
f3.5–4.5 レンズ（15mm）、1/100秒、f4.5 
(-0.67 e/v)、ISO 3200、セイバーのトリガー、
自作のハウジング、マンフロットの三脚
www.greybox73.wixsite.com/
davidgallan www.instagram.com/wild.imagery

p.132 
ニコノス RS、50mm マクロ
レンズ、1/125秒、f11、フジク
ローム ベルビア、ストロボ2
個

www.seaphotos.com

p.258
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

www.scottishnaturephotography.com

p.34  
フジ GX-617 パノラマ・カメ
ラ、105mmレンズ、1/125秒、
f8
Images of Nature: 
www.mangelsen.com
www.mangelsenstock.com

p.62 
キヤノン EOS-1、300mmレン
ズ、1/125秒、f11、フジクロー
ム ベルビア、三脚

www.hannuhautala.fi/en

p.182 
ニコン  D5、17– 35m m f 2.8 
レンズ（24mm）、10秒、f8、
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

p.25  
オリンパス OM-2、300mm
レンズ、コダクローム64

david.cayless@eclipse.co.uk

p.252  
ニコン N90、150-500mm
レンズ、f8、1/250秒、フジク
ローム100

nickwilton@vodamail.co.za

p.125  
キヤノン EOS 5D Mark II、
24mm、f1.4レンズ、ケーブ
ルレリーズ、1/6秒、f11、ISO 
400、キヤノン ストロボ2個

p.235  
ニコン D2x、16mmレンズ、
1/30秒、f9、ISO 200、スバ
ル ハウジング、ハーテンバー
ガー ストロボ2個（出力1/4）、
追加のストロボ

p.239  
ニコン D700、16mm f2.8レ
ンズ、1/10秒、f11、ISO 640、
スバルのハウジング、イノン
Z220 ストロボ2個

p.205 
キヤノン EOS 5D Mark II 赤
外線撮影、24-105mmレンズ、
1/250秒、f10、ISO 100

p.70 
キヤノン EOS 7D、10–22mm、
f3.5–4.5 レンズ、1/125秒、
f8、ISO 400、リモートシステム

p.236  
ニコン D2x、10.5mm f2.8レ
ンズ、1/80秒、f6.3、スバルの
ハウジング

p.251 
ニコン F3、500mmレンズ、
1/30秒、f 8、コダクローム
200、ビーンバッグ

p.158 
GoPro HERO4 Black、1/30
秒、f2.8、ISO 231

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

米国

米国

中国 フランス米国 米国

ニュージーランド 米国

南アフリカ カナダ

英国 オーストラリア

米国

英国

米国

フィンランド

英国 南アフリカドイツ / 南アフリカ

英国

米国

www.charliehamiltonjames.com www.timlaman.com ｜ エージェント：www.naturepl.com (UK)www.jimbrandenburg.com

stevenfuller1@mac.com www.stefanounterthiner.com

www.seapics.com

www.thomaspeschak.com 

www.BrianSkerry.com
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www.stevewinterphoto.com

ダニー・グリーン チェリー・アレクサンダーダニエル・ベルトラ

p.200 
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

www.dannygreenphotography.com

p.4  
キヤノン T90、
80-200mmレンズ、
コダクローム64

www.arcticphoto.co.uk

p.220  
キヤノン EOS 5D Mark II、
100-400mm f4.5-5.6レンズ、
1/1000秒、f5.6、ISO 500

p.273  
キヤノン EOS 5D Mark II、
35mm、f1.4レンズ、35mm、
1/30秒、f4、ISO 800

英国 英国スペイン / 米国

www.danielbeltra.com

ブライアン・ロジャース

p.48  
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

b.m.rogers@btinternet.com

英国

フランス・ランティング

p.37 p.64
ニコン  FE2、105mmレン
ズ、コダクローム64、ヴィヴィ
ターのフラッシュ

p.38 

米国

www.franslanting.com
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写真家索引 Index of photographers

フランス・ランティング （続き）

ブレント・スタートン

ホセ・B・ルイス

フロリアン・シュルツ

ホルディ・チアス

ベンジャム・ペンティネン

マーク・レオン

ブリッタ・ヤシンスキー

ポール・ニックレン

フリッツ・ぺルキング

ポール・ヘルマンセン

マーティン・コルベック

ベンス・マテ

p.269  
ニコン  D70 0、17-35m 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

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
エージェント：www.naturepl.com

p.216
ニコン D3X、200-400mm 
f4レンズ、1/800秒、f4.5、
ISO 800

www.visionsofthewild.com

p.266  
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
www.uwaterphoto.com
エージェント：www.naturepl.com

p.78  
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.pontinen.fi

p.268  
ニコン  D70 0、17-35m m 
f2.8レンズ、1/60秒、f4.5、
ISO 1250

www.markleongphotography.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  F4 + 85m 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

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.39  
ニコン F4、300mmレンズ、
f4オート、コダクローム64、
三脚

p.102  
ニコン F4、400mmレンズ、
1/30秒、f4、フジクローム ベ
ルビア

p.40  
キヤノン EOS-1、
80-200mmレンズ、1/250秒、
f8、フジクローム ベルビア

p.253  
ニコン F100、300mm f2.8 
IFED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.42 
ニコン D200、300mm f2.8
レンズ、1/1000秒、f2.8、三
脚

p.218  
キヤノン EOS-1Ds Mark II、
70-200mmレンズ、1/2000
秒、f5、ISO 400

p.133  
キヤノン  E O S - 1 N 、
70-100mmレンズ、1/500秒、
f9.5、コダック 100VS

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

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.196  
キヤノン EOS-1V、
EF 300mm f2.8レンズ、1/15
秒、f2.8、イルフォード Delta 
100、フルードヘッドの三脚

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

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.66  
ニコン N90、300mmレンズ、
フジクローム

p.241  
キヤノン EOS-1D Mark IV、
8-15mm f4レンズ、1/1000秒、
f7.1、ISO 500、シーカムのハ
ウジング

p.211  
ニコン、24mmレンズ、コダク
ローム64

米国

南アフリカ

スペイン

ドイツ

スペイン

フィンランド

米国

ドイツ / 英国

カナダ

ドイツ

ノルウェー

英国

ハンガリー

マーティン・ハーべイ マイケル・パトリック・オニール

マイケル・フォグデン、パトリシア・フォグデン マルセル・ヴァン・オーステン

ヤン・ペーター・ラハール

マテウス・ピエシアクマッツ・アンデルソン ミッシェル・ホールマリー・ルース・ユベール、ジャン・ルイ・クライン

ミッシェル・ルー ヨハンネス・ラフティ

ローレンス・アレックス・ウー

マルコ・コロンボ

ミッシェル・ロッゴ

ロブ・バジャーロビン・ムーアロナン・ドノバン

ローラン・バレスタ ローン・ギルリチャード・デュ・トワ

ヤスパー・ドゥースト ヤン・ファン・デル・グリーフ

ラジェシュ・ベディ

ロス・ホディノット

リチャード・ハーマン

マイケル・“ニック”・ニコルズ

ヤン・フェルメール

ローリー・キャンベル

ロブ・ジョーダン

p.80 
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

www.wildimagesonline.com

p.247 
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

www.mpostock.com

p.263  
ニコン F3、105mmレンズ、
コダクローム64、外付けフラッ
シュ
susan.fogden@fogdenphotos.co.uk
エージェント：www.mindenpictures.com (USA)
www.naturepl.com (UK)

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.146  
ニコン  D 8 1 0 、タムロ
ン 24–70mm f2.8 レンズ
（24mm）、1/320秒、f8、
ISO 1600、ニコン SB-910
フラッシュ
www.squiver.com

p.101  
ペンタックス 6x7、300mmレ
ンズ、1/5秒、f22、フジクロー
ム ベルビア

www.lahall.com

p.43 
キヤノン EOS 40D、400mm 
f5.6レンズ、1/800秒、f5.6、
ISO 400

www.mateuszpiesiak.pl

p.206 
ニコン D4 + 300mm f2.8 レ
ンズ + 2倍テレコンバーター、
1/160秒、f5.6、ISO 400

www.matsandersson.nu

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

p.49  
キヤノン EOS-1、80-200mm
レンズ、1/125秒、f4、フジク
ローム100

www.klein-hubert-photo.com

p.52  
ニコノス V、15mmレンズ、
1/60秒、f11、フジクローム
MS 100-1000

www.michelloup.com

p.68  
キヤノン  E O S -1N R S、
35-350mmレンズ、f22、プ
ロビア 400F

johannes.lahti@nettikirje.fi

p.166  
オリンパス C5050Z、1/200
秒、f8、ISO 64、イケライト 
DS125 ハウジング、イノン 
Z-220 ストロボ

www.lawrencealexwu.com

p.55  
ニコン D700、70-200mm 
f 2.8レンズ、1.6秒、f18、
I S O  2 0 0、マンフロット 
190PROB 三脚、804CR2
ヘッド
www.calosoma.it

p.238  
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.roggo.ch

p.107  
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.robbadger.com

p.275  
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
www.robindmoore.com

p.278  
キヤノン  E O S - 1 D  X  + 
200–400mm  f4 レンズ、
1/8000秒、f5.6、ISO 400

www.ronandonovan.com

p.98  
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
www.laurentballesta.com
www.blancpain-ocean-commitment.com/
en-us#!/photographer/laurent-ballesta

p.212  
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

p.79 
ニコン F-801s、300mmレン
ズ、1/125秒、f4、フジクロー
ム ベルビア、ビーンバッグ

www.richarddutoit.com

p.139 
ニコン D3 + 105mm f2.8 
レンズ、1/200秒、f16、ISO 
2000

www.jasperdoest.com

p.209 
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

p.74  
ニコン  F M、8 0 -20 0 m m 
ズームレンズ、1/250秒、f4.5、
コダクローム64

www.bedibrothers.co.in/Bedi

p.141 
ニコン D300、120-400mm
レンズ、400mm、1/500秒、
f5.6、ISO 400

www.rosshoddinott.co.uk

p.103  
ニコン  F、55m mレンズ、
1/60秒、f16、フジクローム
50、ストロボライト

www.richardherrmann.com

p.150  
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

p.7  
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.63  
ニコン F3、600mmレンズ、
1/15秒、f5.6、コダクローム
200

www.lauriecampbell.com 

p.152  
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

p.69  
キヤノン EOS 10D、500mm
レンズ、1.4倍 エクステンダー、
1/500秒、f8、400 ISO、ビー
ンバッグ

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

p.123  
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

南アフリカ 米国

英国 オランダ

スウェーデン

ポーランドスウェーデン 米国フランス

フランス フィンランド

カナダ

イタリア

スイス

米国英国米国

フランス 英国南アフリカ

オランダ オランダ

インド

英国

米国

米国

オランダ

英国

英国

www.franslanting.com www.brittaphotography.com www.poelking.com

www.brentstirton.com
エージェント：www.gettyimages.com

www.paulnicklen.com 

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

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

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

www.robjordan.co.uk www.michaelnicknichols.com

ブルーノ・ダミチス

マーカス・ウェストベルグ

p.274 
キヤノン  E O S 5D M a r k 
I I  + 17– 40mm f4 レンズ
（38mm）、1/160秒、f4、
ISO 400

www.brunodamicis.com

p.276 
キヤノン  5 D  M a r k  I I I、
16 – 3 5 m m  f 2 . 8  レンズ
（16mm）、1/80秒、f4.5、
ISO 1600

www.marcuswestberg.photo

イタリア

スウェーデン

 


