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夏休み期間限定イベント
「キヤノンショールームサマーイベント 2019」を開催

キヤノンマーケティングジャパン株式会社（代表取締役社長：坂田正弘、以下キヤノン MJ）
は、キヤノンショールーム（品川・銀座・大阪）にて、2019年7月20日（土）から8月31日

（土）まで、「キヤノンショールームサマーイベント 2019」を開催します。
小学生とその保護者向けの体験イベント「キヤノンキッズパーク 2019」に加え、一般のお客
さま向けの各種イベントも開催します。

■ 企画趣旨
キヤノンショールームでは、季節やテーマに合わせたさまざまなイベントを随時開催しています。

その中でも毎年夏休みの時期に開催している「キヤノンキッズパーク」は小学生とその保護者向けの
無料イベントで、今年はラグビー体験や職業体験などさまざまな体験イベント・体験ワークショップを
開催します。親子で楽しみながら学ぶことができる各種プログラムにより、夏休みの自由研究の
ヒントとしていただくこともできます。

また、今年は同時期に一般向け・女性向け・中高生向けのプログラムも実施し、「キヤノンショー
ルームサマーイベント 2019」として、幅広い層のお客さまにさまざまな体験を提供します。

■ 全体概要
「キヤノンショールームサマーイベント 2019」
○期 間：2019年7月20日（土）～ 8月31日（土）

［一部のイベントは  7月1日（月）～ 9月28日（土）］

※日曜・祝日・8/10 ～ 8/18を除く
○会 場：キヤノンプラザ S（品川）・キヤノンデジタルハウス銀座・大阪
○対 象：小学生とその保護者・中高生・一般
○参 加 料：無料
○申し込み：プログラムにより異なる
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■ 実施内容一覧

区分 /対象 プログラム名 講師または出演者 開催拠点
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＜スペシャルイベント＞

シルバニアファミリー わくわくフェスタ シルバニアファミリー
キャラクター 品川・大阪

ファッションモデルを体験してみよう！ 現役プロモデル 品川

ユーチューバーを体験してみよう！ YouTuber Academy 品川

プロフォトグラファーの仕事を体験してみよう！ 写真家　山本学氏 大阪

ラグビーワールドカップ 2019TM 開幕直前！
ラグビーを体験してみよう！（小学生向け） キヤノンイーグルス選手 品川

＜体験ワークショップ＞

エンジニアの仕事を体験してみよう！ 修理センタースタッフ 品川・大阪

ショールームスタッフを体験してみよう！ 

ソリューションナビゲーター
（ショールームスタッフ）

品川

シルバニアファミリーを撮ってみよう！ 品川・大阪

ボケフォトの世界を楽しもう !（小学生向け） 品川・大阪

パラパラ動画 !? ボクがわたしが動いてる !! 品川・大阪

＜お楽しみ自由参加イベント＞

ラグビークイズラリー － 品川・大阪

ラグビー応援グッズをつくってみよう！ － 品川・大阪

女性向け
イベント

ラグビーワールドカップ 2019TM 開催直前！
ラグビーを体験してみよう！（女性向け） キヤノンイーグルス選手 品川

一般向け
イベント

カメラでつながる　よしもと芸人お笑いイベント コウテイ
（よしもとクリエイティブエージェンシー）

大阪

シルバニアファミリー　ドールハウス作家展 － 銀座

一般向け
ワークショップ

シルバニアファミリーとドールハウスを撮影してみよう！
（一般） ソリューションナビゲーター

（ショールームスタッフ） 銀座
中高生向け
ワークショップ

シルバニアファミリーとドールハウスを撮影してみよう！
（中高生）

※すべてのイベントは参加無料です。（一部材料費等実費が必要なプログラムがあります）
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■ 会場のご案内

○キヤノンホール S・キヤノンプラザ S（品川）
住 所：〒108-8011　東京都港区港南2-16-6　キヤノン S タワー

3階（キヤノンホール S）・2階（キヤノンプラザ S）
電話番号：03-6719-9022（開館時間10:00 ～ 17:30 ／日曜・祝日・8/10 ～ 8/18を除く）
アクセス：JR 品川駅港南口より徒歩約8分、京浜急行品川駅より徒歩約10分

○キヤノンデジタルハウス銀座（キヤノンプラザ銀座内）
住 所：〒104-0061　東京都中央区銀座3-9-7　トレランス銀座ビルディング 1階
電話番号：03-3542-1801（受付時間10:30 ～ 18:30 ／日曜・祝日・8/10 ～ 8/18を除く）
アクセス：都営浅草線 東銀座駅 A7、A8出口より徒歩2分、

東京メトロ日比谷線 東銀座駅 A2出口より徒歩3分、
東京メトロ銀座線・丸ノ内線・日比谷線 銀座駅 A12出口より徒歩3分

○キヤノンデジタルハウス大阪（キヤノン MJ 大阪支店内）
住 所：〒530-8260大阪市北区中之島3-2-4 中之島フェスティバルタワー・ウエスト 1F
電話番号：06-7739-2129（開館時間10:00 ～ 18:00 ／日曜・祝日・8/10 ～ 8/18を除く）
アクセス：大阪市営地下鉄四つ橋線　肥後橋駅4番出口直結

京阪中之島線　渡辺橋駅12番出口直結
大阪市営地下鉄御堂筋線　淀屋橋駅より徒歩5分
JR 東西線　北新地駅より徒歩8分
JR 大阪駅より徒歩11分

● 一般の方のお問い合わせ先 ：
キヤノンプラザ S（品川）　　　  03－6719－9022
キヤノンデジタルハウス銀座　　03－3542－1801
キヤノンデジタルハウス大阪　　06－7739－2129

● 報道関係者用ホームページ　　　　　　　　　 　                      ：canon.jp/newsrelease
● キヤノンショールームサマーイベント 2019　スペシャルサイト：canon.jp/p-summer2019
● キヤノンキッズパーク 2019　スペシャルサイト                      ：canon.jp/kp2019
● キヤノンデジタルハウス / キヤノンプラザ S　ホームページ        ：canon.jp/p-showroom
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■「キヤノンキッズパーク 2019」～夏休み小学生親子向け体験イベント～

○期 間：2019年7月20日（土）～ 8月31日（土）
○会 場：キヤノンプラザ S（品川）・キヤノンデジタルハウス大阪
○対 象：小学生及び保護者
○参 加 料：無料（一部材料費等実費が必要なプログラムがあります）
○申し込み：プログラムにより異なる
○ホームページ：canon.jp/kp2019

＜スペシャルイベント＞

●シルバニアファミリー わくわくフェスタ

シルバニアファミリーのキャラクターによるステージショーや握手会のほか、プレイコーナーや
記念撮影、体験ワークショップやジオラマ展示など、シルバニアファミリーを一日中楽しめる、
予約不要のスペシャルイベントです。

○日程/会場：7月20日（土）　キヤノンホール S（品川）
　　　　　　 8月  2日（金）・3日（土）　 キヤノン MJ 大阪支店　会議室
○時 間：各日10:00 ～ 17:00
○対 象：小学生とその保護者（対象学年：全学年）
○申込方法：事前申し込み不要
○協 力：株式会社エポック社
○主な内容：

・シルバニアファミリーわくわくステージショー＆撮影・握手会
品川：
大阪：

7月20日（土）
8月  2日（金）
8月  3日（土）

①11:00 ～ 12:00
①11:00 ～
①11:00 ～ 12:00

②14:00 ～ 15:00
②14:00 ～
②14:00 ～ 15:00

※ステージショー＆撮影・握手会
※撮影・握手会
※ステージショー

・ドレスデコレーションワークショップ
・シルバニアファミリープレイコーナー
・シルバニアファミリー記念撮影コーナー
・シルバニアファミリージオラマコーナー

＊写真はイメージです
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●ファッションモデルを体験してみよう！ 
現役ファッションモデルによるウォーキングを学んで、会場に設置したランウェイでウォーキングや
ポージングの体験ができます。保護者の方はカメラをお持ちいただければお子さまのモデル姿を
撮影できます。

○日程/会場：7月27日（土） キヤノンホール S（品川）
○時 間：10:00 ～ 11:40（３～４年）

13:00 ～ 14:40（１～２年）
15:30 ～ 17:10（５～６年）

○定 員：各回60組
○対 象：小学生とその保護者（対象学年：1 ～ 2年・3 ～ 4年・5 ～ 6年）
○申込方法：ホームページ（canon.jp/kp2019）より申込［先着］

●ユーチューバーを体験してみよう！ 

現代の小学生のあこがれの職業、ユーチューバーを体験できる特別なプログラムです。
小学生向け動画制作スクール「YouTuber Academy」による専門家のレクチャーのもと、カメラ
撮影と動画編集を体験してプレゼンテーション力を身につけることをめざします。

○日程/会場：8月24日（土） キヤノン S タワー（品川）会議室
○時 間：  9:30 ～ 11:30

12:30 ～ 14:30
15:30 ～ 17:30

○定 員：各回24組
○対 象：小学生とその保護者（対象学年：全学年）
○申込方法：ホームページ（canon.jp/kp2019）より申込［先着］

＊写真はイメージです

＊写真はイメージです
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●プロフォトグラファーの仕事を体験してみよう！ 
広告写真などで活躍するプロフォトグラファーを講師に招き、子どもたちが普段あまり触れる
ことのないプロフォトグラファーのクリエイティブな仕事について紹介します。実際にデジタル
カメラで撮影体験できます。

○日程/会場：8月20日（火）キヤノンデジタルハウス大阪
○時 間：11:00 ～ 12:30

14:00 ～ 15:30
○定 員：各回8組
○講 師：写真家 山本学先生
○対 象：小学生とその保護者（対象学年：３～６年）
○申込方法：ホームページ（canon.jp/kp2019）より申込［先着］

［山本学先生プロフィール］
兵庫県宝塚市生まれ。大阪芸術大学芸術学部写真学科卒業。
卒業後、同写真学科研究室勤務を経て現在フリーランス。広告
写真の仕事のほか、日本の風景・自然界の色を求めて作品を
撮影し続けている。EOS 学園　大阪校講師。

●ラグビーワールドカップ 2019™ 開幕直前！ラグビーを体験してみよう！ 

キヤノンは「ラグビーワールドカップ2019™日本大会」のオフィシャルスポンサーです。ラグビー
チーム「キヤノンイーグルス」の現役トップリーガーが、ラグビーのルールや楽しみ方、ラグビー
ワールドカップの見どころなどを紹介します。さらにパスやスクラム・タックルなどを選手と
一緒に体験でき、ラグビーが楽しくなるイベントです。

○日程/会場：8月31日（土）キヤノンホール S（品川）
○時 間：10:30 ～ 12:00（４～６年 )

13:00 ～ 14:30（１～３年）
○定 員：各回90組
○対 象：小学生とその保護者（対象学年：１～３年・４～６年）
○申込方法：ホームページ（canon.jp/kp2019）より申込［先着］

＊写真はイメージです
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＜体験ワークショップ＞

職業体験・撮影体験・工作体験など、さまざまな体験を親子で一緒に楽しめる、事前申込制のワーク
ショップです。

●エンジニアの仕事を体験してみよう！

●ショールームスタッフを体験してみよう！ 

●シルバニアファミリーを撮ってみよう！ 

●ボケフォトの世界を楽しもう ! （小学生向け）

●パラパラ動画 !? ボクがわたしが動いてる !!

※各ワークショップの実施会場は P2「実施内容一覧」をご覧ください。
※＜体験ワークショップ＞の詳しい内容やスケジュールはホームページ（canon.jp/kp2019）にて
　ご確認ください。
※＜体験ワークショップ＞の申込はホームページ（canon.jp/kp2019）より［先着］で受け付けます。
※＜体験ワークショップ＞の講師はソリューションナビゲーター（ショールームスタッフ）です。
　（エンジニアの仕事を体験してみよう！の講師は修理センタースタッフです。）

＜お楽しみ自由参加イベント＞

予約不要で開催期間中いつでも楽しめるイベントです。

●ラグビークイズラリー
●ラグビー応援グッズをつくってみよう！

※各イベントの実施会場は P2「実施内容一覧」をご覧ください。
※事前申込不要
※＜お楽しみ自由参加イベント＞の詳しい実施内容などはホームページ
（canon.jp/kp2019）にてご確認ください。

＊写真はイメージです
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■一般向けイベント

◎ [ 女性限定 ] ラグビーワールドカップ 2019™ 開催直前！
「ラグビーを体験してみよう！」

キヤノンは「ラグビーワールドカップ 2019TM 日本大会」のオフィシャルスポンサーです。当イベント
ではラグビー女子の皆さまに向けて、ラグビーチーム「キヤノンイーグルス」の現役トップリーガーが、
ラグビーのルールや楽しみ方、またラグビーワールドカップの見どころなどを紹介します。
さらにパスやスクラム・タックルなどを選手と一緒に体験でき、ラグビーが楽しくなるイベントです。

○日程/会場：8月31日（土）キヤノンホール S（品川）
○時 間：15:30 ～ 17:00
○定 員：60名
○対 象：ラグビーを愛する、またはこれから覚えたい女性の方
○参 加 料：無料
○申込方法：ホームページ（canon.jp/p-summer2019）より申込［先着］

◎「カメラでつながる よしもと芸人お笑いイベント」

新感覚のネタでキテレツ漫才が急加速中の、よしもとの若手漫才コンビ「コウテイ」がネタを披露
するほか、インスタグラムに投稿されている自由奔放で型破りな写真についてトークを展開します。

○日程/会場：8月24日（土）キヤノン MJ 大阪支店会議室
○時 間：11:00 ～ 12:00

14:00 ～ 15:00
○定 員：ペア 45組（90名）
○対 象：一般のお客さま
○参 加 料：無料
○申込方法：ホームページ（canon.jp/p-summer2019）より申込［先着］
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◎「シルバニアファミリードールハウス作家展」

1985年に登場以来、子供から大人まで幅広い層に愛され、今や60もの国と地域で親しまれている
シルバニアファミリー。本展では、シルバニアファミリーの世界に魅せられたドールハウス作家の
ジオラマ作品10点を展示します。すべての展示作品は、館内またはお客さまのカメラで自由に
撮影することができます。

○期 間：2019年7月1日（月）～ 9月28日（土）
○会 場：キヤノンデジタルハウス銀座
○対 象：一般のお客さま
○協 力：株式会社エポック社
○ホームページ：

https://cweb.canon.jp/showroom/personal/event/sylvanian-families/dollhouse-exhibition/index.html

◎「シルバニアファミリーとドールハウスを撮影してみよう！」ワークショップ

館内に並んだシルバニアファミリーのドールハウスを背景または被写体として、上手に撮影する
ためのコツをレクチャーするワークショップです。一般向けの回と、夏休み時期の中高生向けの
回があります。

○日 程：7月23日（火）13:00 ～ 14:30（一般向け）
8月  2日（金）13:00 ～ 14:30（一般向け）
8月  5日（月）14:00 ～ 15:30（中高生向け）
8月20日（火）14:00 ～ 15:30（中高生向け）
8月26日（月）14:00 ～ 15:30（一般向け）

○会 場：キヤノンデジタルハウス銀座
○対 象：一般のお客さま・中高生のお客さま
○定 員：各回5名
○監 修：写真家 佐藤かな子氏
○参 加 料：無料
○申込方法：電話予約（キヤノンデジタルハウス銀座に直接お申込みください）
○協 力：株式会社エポック社
○ホームページ：

https://cweb.canon.jp/showroom/personal/event/sylvanian-families/dollhouse-shooting/index.html

＊写真はイメージです


