キヤノンフォトサークルは 、
フォトライフを
もっと 楽 しく 、
もっと 豊かにする

会 員 制フォトコミュニティです。

「もっと思うままに写真を撮りたい」
「作品をプロの写真家に見てもらいたい」
「とにかくフォトライフを楽しみたい」
そんな願いをキヤノンフォトサークルで
かなえてみませんか？
キヤノンフォトサークルは、キヤノン製品をご利用の皆さまが、写真をよりいっそう楽しん
でいただくための会員制フォトコミュニティです。カメラの知識や使い方を身につけたり、
写真のセンスや撮影テクニックを磨く場として、皆さまに豊かなフォトライフを過ごしてい
ただくために多様なサービスをご用意しています。

キヤノンフォトサークル憲章
私たちキヤノンフォトサークルは、写真を通じて社会や文化をより豊かにするためにこの 6 か条を宣言します。
① 私たちは写真を愉しみ、写真をこよなく愛します。
② 私たちは写真の知識を深め、その技術を高めます。
③ 私たちは創造性を追求し、人々の心に喜びや感動を与えます。
④ 私たちは写真を愛する仲間とのふれあいを大切にします。
⑤ 私たちは写真を通じて地域の生活や文化の向上に努めます。
⑥ 私たちは社会のルールを守り、環境に優しく写真を愉しみます。
ご入会いただいた方には、会員証をお送りいたします。会員証は
修理割引や EOS 学園受講料割引などの特典をお受けいただく際
に必要となります。会員バッジは 1,080 円（税込）で販売しています。

会員証

会員バッジ

あなたのフォトライフを応援する

5つのサポート
キヤノンと会員をつなぐ月刊会報誌 『Canon Photo Circle』で、
プロや会員の写真作品を見る楽しみをご提供いたします。

月刊会報誌 『Canon Photo Circle』でのテクニック講座や、
撮影会、通信添削講座で 「うまくなりたい！」思いに応えます。

うまくなりたい！

P.06

見たい！

P.04

P.08

知りたい！

P.09

つながりたい！

新製品のスペックや、キヤノン独自の技術に関するレポートなど、
キヤノン製品に関する「知りたい！」 情報をお届けします。

全国に広がるキヤノンフォトクラブや、新規に設立された「部活」など、
写真仲間とともに楽しむ活動をサポートします。

キヤノン製品の修理割引はもちろん、EOS 学園受講料割引、人気製品のモニターなど、
会員ならではの「お得」がいっぱいです。

入会方法

P.14

お得がいっぱい！

P.12

『Canon Photo Circle』は、
キヤノンと会員をつなぐ月刊会報誌です。
プロ写真家の見ごたえある作品、会員の皆さまから応募いただいた優秀作品など、
「写真を見る」楽しさが味わえるコンテンツが満載です。

見たい！

月刊会報誌で作品を見る

うまくなりたい！
知りたい！

内容充実の月刊会報誌
『Canon Photo Circle』

つながりたい！

月刊会報誌 『Canon Photo Circle』 は、プロ写
真家の作品や、会員の皆さまから寄せられた優秀
作品に加え、エッセイなど見どころも情報も満載で
お届けいたします。

お得がいっぱい！

プロ写真家の作品を見る

入会方法

毎号、
さまざまな視点で写真の楽しさを追求する「特
集」や 「スペシャルギャラリー」では、写真家の
作品を堪能できます。また、作品に込められた写
真家の思いや撮影方法なども知ることができ、見
て楽しむだけでなく勉強にもなります。
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マ

ンスリーフォトコンに応募することで感じる適度なプレッシャーが、写真に対する意識を強め
てくれます。自分の写真をセレクトするのは難しいですが、少しずつ身についてきた気がし
ます。講評もとても参考になりますね。（会員歴 3 年／小林民子さん）

見たい！

「マンスリーフォトコン」
で優秀作品をチェック

うまくなりたい！

月例写真コンテスト「マンスリーフォトコン」では、会
員の皆さまから応募いただいた優秀作品をプロ写真
家が審査して掲載。〈スタンダードクラス〉、〈イメージ
クリエイトクラス〉、〈ネイチャークラス〉と、レベルに
応じた作品発表の場になっています。見て作品の参

知りたい！

考にするのはもちろん、ぜひ応募もしてみてください。

つながりたい！

特別編集本で作品を見る

お得がいっぱい！

会員の皆さまのうち、ご希望の方には特別編集本 『キヤノン
フォトアニュアル』（有料）を年１回お届けいたします。2017
年には著名写真家による新作ギャラリーや、
写真家が教える「日
本の風景撮影地 30 選」のほか、キヤノンやキヤノンフォトサー
クルの 1 年をまとめてご覧いただける写真年鑑をお届けいたし
ました※。

入会方法

※ 特別編集本は年により内容を変更する場合がございます。
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キヤノンフォトサークルでは、月刊会報誌のほかにも
写真撮影のコツを学べる場をさまざまご用意。
初心者からベテランまで、
会員の皆さまの「うまくなりたい！」気持ちを応援します。

見たい！

月刊会報誌でテクニックを学ぶ

うまくなりたい！
知りたい！

「印象的な写真を撮るには？」、「同じ被写体
をもっとうまく撮るには？」など、写真愛好家
が知りたいテクニックを毎号紹介します。

月刊会報誌 『Canon Photo Circle』では、実践
的な撮影テクニックを紹介するページも満載です。
プロ写真家によるテクニック講座や、「風景」、「鉄
道」など、人気写真家による被写体別の撮り方講
座など、撮影がもっと楽しく、うまくなるための誌上
講座も毎号充実。

つながりたい！

通信添削講座を受ける

お得がいっぱい！

「EOS 学園通信添削講座」
（有料）は、
キヤノンフォ
トサークル会員を対象とした通信講座です。「題材
自由コース」、「風景コース」 のどちらかに、ご自
身の作品をお送りいただくことで、プロ写真家の的
確な添削指導を受けることができます。申し込み方

入会方法

法については、『Canon Photo Circle』 月刊会
報誌をご覧ください。
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通

信添削講座を利用していますが、添削指導をきっかけに「考えて撮ること」を心が
けるようになりました。とても勉強になるし、採点に一喜一憂しながら、結果を毎回
楽しみにしています。（会員歴 1 年／高島野々花さん）

撮影会などで、プロ写真家の指導を受けながら写
真の技術向上を目指すことができます。

知りたい！

撮影会は、モデル撮影や風景撮影、被写体別
撮影など、さまざまなテーマで行われます。プロ
写真家の指導が直接受けられるのも大きな魅力！

うまくなりたい！

キヤノンフォトサークルでは、撮影会のサポートも
行っています。部活（→ P.09）や、全国にあるキ
ヤノンフォトクラブ（→ P.10）に参加すると、モデ
ルを使ったポートレート撮影や、名勝を訪れる風景

見たい！

撮影会に参加する

つながりたい！
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入会方法

被写体に応じた撮影イベントを行っている「部活」。
飛行機、鉄道部、ポートレート部、生きもの部、ペット部、
旅スナップ部、花部の 7 つの部活で撮影イベントを開催して
います。講師はプロの写真家なので、撮影テクニックやコツ
を直接教えてもらえます。また講師や部員同士の交流も活発
で、写真仲間とつながるきっかけになっています。今後も全国
各地で撮影イベントを開催予定です。

お得がいっぱい！

部活撮影イベントの様子

カメラやレンズ、
アクセサリーなどの新製品に関する最新情報や、
キヤノン独自の最先端技術を知ることができるのも会員特典のひとつ。
会員の皆さまの「知りたい！」にお応えします。

見たい！

新製品情報をいち早く知る
この

［ 第8 回］

EF24-70mm
F2.8L II USM

久保田 敦

高画質で抜けがよく、
細かなディテールまで表現できる

50mm前後の焦点距離も高画質。車両を端正にとらえられます
車両の記録的な写真は 50 mm前後で撮影するのがセオリーです。空を大きく
取り込んで伸びやかに表現しましたが、周辺光量の不足もなく、快晴の青空に
赤い特急が映えました。
EOS-1 D X Mark II・EF24 -70 mm F2 .8 L II USM
F4 .5・1 /6400 秒・ISO500

防塵・防滴構造や
フッ素コーティングで
悪天候の日でも安心

EOS M100
2017 年 10 月上旬発売予定、オープン価格

非球面レンズや、スーパーUDレンズ、UDレンズを数多く使用して、
従来レンズからのさらなる高画質化を達成。

非球面レンズやUDレンズで
収差を補正し高画質を達成

UDレンズ
「理想の色収差補正をより
多くのレンズで」というテー
マのもとに開発された、二次
スペクトルの除去に効果の
高い、低屈折・低分散特性
を持つレンズです。

AF追従で最高約 4 .0コマ/秒の連続
撮影が可能となり、被写体の動きを追
いながらの撮影もより快適です。

製品の
特長

非球面レンズやUDレンズを多数採用した
豪華なレンズ構成でシャープな画質を実現

球面のレンズでは、どうしても発
生してしまう歪曲収差や球面収
差の問題を解決するために誕生

3 色のカラー バリエーションと
豊富なフェイスジャケット

高画質と高耐久性を兼備した、高性
能大口径標準ズームレンズです。3
枚の非球面レンズ採用により、大口

ンズ 1 枚、UDレンズ 2 枚を 採 用し、
●は非球面レンズ、●は UD レンズを表します。

フェイス
ジャケット

色収差を極小とした鮮明な画質を実

グレー

レッド

イエロー

ライトブラウン

グリーン

ネイビー

ボーダーブルー

約180°の
チルト液晶を搭載

AF
常用最高ISO感度
最高連続撮影速度
動画フレームレート

EOS M10

APS-CサイズCMOSセンサー
約 2420 万画素

DIGIC 7

APS-CサイズCMOSセンサー
約 1800 万画素

DIGIC 6

デュアルピクセルCMOS AF

ISO25600

ハイブリッドCMOS AF II

ISO12800

AF固定 約 6.1コマ/秒
AF追従 約 4.0コマ/秒
フルHD 60p

AF固定 約 4.6コマ/秒
AF追従 約 2.2コマ/秒
フルHD 30p

ネットワーク機能

Wi-Fi ／ NFC ／ Bluetooth

Wi-Fi ／ NFC

サイズ（幅×高さ×奥行き）

約 108.2×67.1×35.1mm

約 108.0×66.6×35.0mm

約 302g

約 301g

質量＊1

高画質
上位モデルEOS M5 ／ M6 に
迫る画質性能を実現

同等の軽量・コン

ＥＯＳ Ｍ シリーズ上位機種で

ＥＯＳ Ｍ

リー機がＥＯＳ Ｍ１００です。

した新時代のミラーレス・エント

ら、大幅に進化した高機能を搭載
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画質やＡＦが進化した
新ミラーレスカメラ

のＡＰＳ ＣサイズＣＭＯＳセン

パクトなボディーを維持しなが

‒

採用されている約２４２０万画素

サーと、最新映像エンジンＤＩＧ

ＩＣ ７を採用したことで、より高

コマ／秒を実現した高速連続撮

なり、高感度撮影時でも低ノイズ

精細で滑らかな階調表現が可能と

３色のカラーバリエーションが

デュアルピクセルＣＭＯＳ ＡＦ

用意され、好みのスタイルを選択

の美しい写真を撮影可能。
そして、

力も向上しています。

ポイントです。ＡＦ追従で最高約

影により、動体追従撮影への対応

現したことは、特に大きな進化の

4.0

により、高速・高精度な合焦を実

Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ対応でスマ

質ポリカーボネイト製７種という

ュアルでアクティブな雰囲気の硬

９種類の専用フェイスジャケット

風合いを持つレザー製２種、カジ

できます。また、柔らかく上質な

きるコンパクト＆高性能機です。
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ホとの連携も快適。多彩に活用で

ボケ描写の美しさも進化。大口径の魅力をより実
感できます。

ートを楽しむこともできます。

特殊光学材料を惜しみなく投入した高度な設計に
より、開放F2 .8 の大口径ながら、高画素デジタ
ル機では特に目立つ色収差をズーム全域で効率
よく補正しています。9 枚羽根円形絞りの採用で、

EOS M100
撮像素子
カメラ部有効画素数

＊1 CIPAガイドラインによる：本体＋バッテリーパック＋カード含む。

液晶モニターは従来機同様、上方向
動く3 . 0 型 約 104 万ドット
に約 180 °
のチルト液晶で、ローアングル撮影や
自分撮りも快適。タッチパネルによる
直感的な操作もでき、多彩な機能を楽
しく活用することができます。

ボーダーイエロー

カラーバリエーションは、ホワイト、ブラック、グレーの 3 色。キヤノンオンラインショップ
限定販売のフェイスジャケットを組み合わせることもできます。フェイスジャケットは、柔
の 9 種類。
らかいレザー製 2 種と、硬質ポリカーボネイト製 7 種（単色 5 種とボーダー2 種）
カジュアルな雰囲気から上質な風合いまで、カメラをファッショナブルに楽しめます。

を組み合わせ、好みのコーディネ

標準ズームは何本かラインア

まず、ズーム全域での高画質に

ップされていますが、私はこのレ

ンズが最も気に入っています。

目を見張ります。鉄道写真では雄

大な景色の中に小さ く列車を写

5 .6 IS STMがあります。目的に合わせてそれぞれのレンズを活用することができます。

ゴールド

ダークブラウン

F2.8の大口径

EF24-105mm F3.5-5.6 IS STM

デュアルピクセルCMOS AF対応の約 2420 万画素CMOSセン
サーを採用。映像エンジンも最新のDIGIC 7 に進化しています。
軽量・コンパクトさを踏襲しながら、デュアルピクセルCMOS AF
による高速AFをはじめ、高感度、画質、連写など総合性能が著し
く向上した魅力的なミラーレスEOSです。

形絞りを採用しているため、より円形

大口径により速いシャッター速度や
大きなボケが得やすくなります

現在の標準ズームレンズ群には、今回ピックアップした大口径標準ズームEF24 -70 mm F2 .8 L II USMに加えて、
最新の光学設計とIS搭載で進化したEF24 -105 mm F4 L IS II USM、0 .7 倍までの本格的なマクロ撮影が可能な
ハイブリッドIS搭載のEF24 -70 mm F4 L IS USM、Lレンズに迫る高画質と軽快さが魅力のEF24 -105 mm F3 .5 -

約 2420 万画素CMOSセンサーや
デュアルピクセルCMOS AFなどの搭載で
基本性能が大きく向上

に近い美しいボケ描写を可能にして
います。

EF24-70mm F2.8L II USM

EF24-70mm F4L IS USM

ブラック

現しています。さらに、9 枚羽根の円

標準ズームレンズ
ラインアップ

EF24-105mm F4L IS II USM

ホワイト

映像エンジン

大幅な高性能化に成功しながら、従
来機とほとんど変わらないコンパクトさ
を継承。小さいながら、高いホールド
性と快適な操作性にも工夫を凝らした
デザインで、機能美に溢れる洗練され
たスタイルを実現しています。

カラー
バリエー
ション

小型化を達成。また、スーパーUDレ

2 枚で蛍石レンズ 1 枚にほぼ匹敵する性能を備えたUDレンズの
光学性能を、大幅に向上させたレンズです。色収差補正に加え、
レンズの小型化にも貢献しています。

EOS M10 から
大幅に性能向上

コンパクトで洗練された
スタイルのボディー

径レンズの球面収差補正、広角レン
ズの歪曲収差補正、ズームレンズの

mirrorless camera

ミラーレス
カメラ

撮像素子やAFなど多くの面で
進化を遂げた小型・軽量の
ミラーレスカメラ

AF追従で最高約 4.0コマ/秒
の連続撮影が可能

標準ズームレンズを代表する高性能レンズです。

タイプの異なる4 本のラインアップ。
そのなかでEF24-70mm F2.8L II USMは
高画質と大口径がポイントです

高い描写性能により
車体を緻密に描けます

開放F値が と明るいことも、

た、Ｌレンズならではの色再現に

すが、その緻密な描写は列車の車

し込むような作品によく使いま

ントでしょう。夜景などの低照度

っ き り 写 し 撮 っ て く れ ま す 。ま

は深みがあり、現場の空気感をう

れる鉄道撮影には好ましいポイ

時 やＰ Ｌ フ ィ ル タ ー 使 用 時 で も

体に書かれている数字などもは

まく表現してくれます。

速いシャッター速度が必要とさ

フッ素コーティング採用によ

り、雨や雪などの水滴に悩まされ

か、ＩＳＯ感度に余裕を持たせる

高速シャッターを維持できるほ

き取ることができ、アクティブな

も美しく、駅や沿線での人物や花

います。

がります。さらに、９枚羽根の円

る悪天候下の撮影でも簡単に拭

形絞りを採用しているためボケ

ことができるので撮影の幅も広

撮影をサポートしてくれます。
45

2.8

くぼた・あつし／1977 年、長野県生まれ。
レイルマンフォトオフィスを経て、2008
年よりフリーランスの写真家に。車両を
アップでとらえた写真を得意とし、鉄道
雑誌、旅行誌、一般誌など幅広く活動
中。
『鉄道ジャーナル』誌では 5 年以上表
紙の撮影を担当している。日本写真家協
会会員。日本鉄道写真作家協会会員。

約 2420 万画素のすべてが位相差センサーとして機能するキヤ
ノン独自技術のデュアルピクセルCMOS AFにより、撮影条件
に左右されず高速合焦を実現。撮像面の約 80 %×80 %の範
囲で測距できるので、自由なフレーミングでの撮影が可能です。

製品の特長と3 人の写真家によるレポートをお届けする本企画。

したレンズです。独自の高精度
な量産加工技術により、高度な
描写性能を実現しています。

新製品
情報

INFORMATION

2017 年 8 月、新型のミラーレスカメラEOS M100をはじめ、交換レンズ、プリンターなど
数多くの新製品を発表しました。そこで、ここでは注目の新製品をピックアップし、その魅力を紹介します。

EF24-70mm F2.8L II USMです。

大口径標準ズームとして人気のEF24 -70 mm F2 .8 L II USMは、従来機の光学系を全面的に見直すことにより、
高画素デジタル機に対応する圧倒的な高画質を実現しています。非球面レンズを1 枚追加し、新たにスーパーUD
レンズを加えた最新の光学設計で、特に画面周辺の収差を改善。ズーム全域、画面全域で大幅な画質向上に成
功するとともに、レンズの軽量化も達成しています。

ズーム全域でＦ2.8の明るさを
生かした撮影ができる

などのスナップ撮影にも適して

うまくなりたい！

鉄道撮影に
おすすめの魅力ポイント

ミラーレスカメラ、レンズ、プリンターなど
注目新製品をご紹介！

AF・連写性能
デュアルピクセルCMOS AFの
搭載と連写性能の高速化で
動く被写体の捕捉性能もアップ

今回紹介するのはLレンズの大口径標準ズーム、

高画質

鉄道

おすすめ
です!

EFレンズのラインアップから注目のレンズをピックアップし、

スーパーUDレンズ

EF24-70mm F2.8L II USM

N E W P R OD U C T S I N F O R M AT I O N

レンズ が

高い光学技術を惜しみなく投入し
高画質を実現した大口径標準ズームレンズ

非球面レンズ

開放F値が小さいため適切なシャッター速度が選べました
日本三大車窓を見下ろしながら走る篠ノ井線を流し撮りでとらえました。列車に合わせてズーミングすることで車体のブレ量を抑えています。明るいF値を生かして開放に近い絞り
F 3 . 2を選択でき、夜間でも撮影の自由度が高まります。
EOS- 1 D X Mark II・EF 24 - 70 mm F 2 . 8 L II USM・F 3 . 2・1 / 15 秒・ISO 2000

［スペック］
レンズ構成／ 13 群 18 枚
絞り羽根枚数／ 9 枚
最小絞り／F22
最短撮影距離／ 0.38m
最大撮影倍率／ 0.21 倍
（70mm時）
フィルター径／ 82mm
最大径×長さ／φ88.5mm×113.0mm
質量／約 805g

NEW PRODUCTS

ズーム全 域での高い画 質 性 能が魅 力
Ｆ の明るさで夜の鉄 道 撮 影でも活 躍します

2.8
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DIGIC 7

約 2420 万画素CMOSセンサー

EOSのAPS-Cサイズ 機 の 主 力である約 2420 万 画 素
CMOSセンサーと、最新映像エンジンDIGIC 7を採用し
たことで、上位機種に迫る高画質を実現しています。高い
解像感や高精細さ、滑らかな階調再現性、そして常用感
度ISO 25600までの高感度を可能とした高度なノイズ耐
性により、さまざまなシーンで表現力が向上しています。

ISO6400 で撮影

高ISO感度のISO 6400 で撮影しても、ノイズは低く、
ディテールもしっかり描写されています。

38

知りたい！

月刊会報誌『Canon Photo Circle』では、
カメラや EF レンズ、
プリンターなどの開発担当者による、
製品のスペックや搭載された技術解説や新製品を試用したプロ写真家による作品紹介など、どこより
も「深い」 新製品情報をお届けいたします。体験会などイベントのお知らせもお見逃しなく！

つながりたい！

機材のことを深く知る
『Canon Photo Circle』 では、EOS 開発の歴史、EF レンズの性
能や他社製品と違う特長など、キヤノンの製品に関する知識を深め

お得がいっぱい！

ることができるページも設けています。ご購入を検討していただいて
いる機種について知るためにはもちろん、自らの愛機への思いを深
めるためにも、ぜひお役立てください。

私

入会方法

にとって月刊会報誌は、作品を見て大いに刺激を受けるのはもちろん、「気になって
いたこのレンズ、こんな性能なのね」、「こういう写真が撮れるんだ」などの製品情
報が分かるのも嬉しいです。（会員歴 3 年／高野涼子さん）
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キヤノンフォトサークルでは、
写真仲間と技術を磨き合う「つながり」を作るためのお手伝いをしています。
キヤノンフォトクラブ主催のイベントや、
「部活」にご参加いただくことで、
フォトライフがもっと彩り豊かになります。

見たい！

部活・イベントに参加する

部活とは？

「鉄道」や 「飛行機」、「ポートレート」など専門性の高い被写体をテーマとする会員の
皆さまが、気軽に参加していただける活動を展開しています。
撮影会などのイベントの開催、人気写真家によるセミナー、
月刊会報誌誌上における部活コンテストや、投稿などを不定期に実施しています。

人気写真家
による
セミナー

フォトコンテスト

月刊会報誌
会員投稿

現在 「鉄道」、
「飛行機」、「ポートレート」、「生きもの」、「ペット」、

お得がいっぱい！

撮影会
などの
イベント

つながりたい！

※部活への参加方法は月刊会報誌やキヤノンフォトサークルのウェブサイトをご確認ください。

知りたい！

キヤノンフォトサークル会員なら誰でも参加できる「部活」。

うまくなりたい！

写真の技術向上にもっとも必要なのは「撮ること」。キヤノンフォトサークルは、この「撮る機会」を
増やすべく、さまざまなイベントをサポートします。そして写真を撮ることだけではなく、会員の皆さま
同志の「つながり」も生み出します。また写真愛好家同士のつながりはもちろん、プロ写真家とつな
がる機会も、キヤノンフォトサークルが作っていきます。

「旅スナップ」、「花」 の 7 つの部活でイベントを実施しています！
※イベントの開催は不定期です。

入会方法
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キヤノンフォトクラブは、地域に根ざした写真同好会。
各クラブごとに撮影会や講評会、写真展などを 開催し、
初心者から上級者まで多くのメンバーが交流の輪を広げ、
撮影テクニックを磨いています。

見たい！

キヤノンフォトクラブに入会する

うまくなりたい！

キヤノンフォトサークルお問い合せセンターにて最寄りのフォトクラブや、活動内容、入会方法などを
ご案内しております。詳細は P.14 下の電話番号までお問い合わせください。
（キヤノンフォトサークルにご入会いただいていることが必須条件となります）

甲信

知りたい！

関西
●

京都

●

デジタル関西

●

奈良

●

関西ファイブ

●

和歌山

●

中之島

●

兵庫

●

八尾

つながりたい！

●

山梨

●

松本

●

長野

●

伊那谷

●

安曇野

●

●

上田

信州ポートレート
写真愛好会

北陸
中国

兵庫ネイチャー

●

●

大阪

●

岡山

●

鳥取

●

大阪第2

●

倉敷

●

島根

●

大阪中央

●

広島

●

山口県

●

梅田

●

福山

●

なにわ

●

備後

●

珠洲

●

金沢

●

福井

お得がいっぱい！

九州

入会方法

●

北九州

●

福岡

●

長崎

●

熊本

●

大分

●

高松

●

鹿児島

●

香川

●

奄美

●

徳島

四国
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キ

ヤノンフォトクラブでは、講師の講評や撮影会など技術向上の機会が増えるのに加え、
カメラや Digital Photo Professional の使い方などでメンバーと情報交換もできます。
仲間が増え、写真がより楽しくなりました。（会員歴 26 年／林 啓子さん）

見たい！

東北
弘前

●

石巻

●

仙台

●

本荘

帯広

●

旭川

●

札幌

関越
首都圏
●

東横

●

東京第2

●

多摩ネイチャー

●

東京第3

●

さきたま

●

東京第5

●

浦和

●

東京第6

●

和光

●

東京第7

●

熊谷

●

東京第8

●

千葉

●

東京第9

●

神奈川

水戸

●

群馬

●

新潟県央

●

新潟

静岡

●

飛騨

●

銀座

●

神奈川Nice Shot

●

浜松

●

岐阜

●

東京ZERO

●

湘南

●

沼津

●

岐阜長良川

●

東京DEMI

●

小田原

●

Night東海

●

名古屋

●

東京JOY

●

東京Retina

●

dext名古屋

●

東京INFINITY

●

スポーツ写真愛好会

●

東海

●

東京JAK

●

れいるうぇいず

●

伊勢

●

Photo910東京

●

エアライナーズ
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全国区

入会方法

●

お得がいっぱい！

東京第1

栃木

●

つながりたい！

東海

●

●

知りたい！

●

●

うまくなりたい！

北海道

キヤノンフォトサークルでは、
会員限定のお得なサービスも多数ご用意しています。
修理や EOS 学園の割引はもちろん、新製品をいち早く体験できるイベントや、
人気製品を無料で試せる製品モニターもぜひご活用ください。

見たい！

EOS 学園受講料割引

うまくなりたい！

東京、大阪、名古屋の常設校で開催している写真
教室「EOS 学園」の受講料が会員割引となります。
プロ写真家を講師に招き、講義と実習を通じてレ
ベルアップできる EOS 学園では、撮影経験やレベ
ルに応じてコースを選べるほか、被写体別に学べる
テーマ別講座もあります（割引対象外の講座もあり
ます）。

3

知りたい！

EOS 学園では、カメラ別の使い方講座やレ
ベルアップ講座、短期集中講座などレベル
や生活スタイルに合わせた受講が可能です。

例えば、撮影上達講座なら

31,000 円（税別）➡ 28,000 円（税別）

※対象講座によって割引内容は異なります。※ EOS 学園オンラインは割引適用外となります。

つながりたい！

修理割引
ご愛用の EOS、EF レンズの点検・修理を行う際に、キヤノンマーケティングジャパン株式会社の直
営修理窓口、またはらくらく修理便 （引取修理）で修理受付を行えば、会員の皆さまは 20％の割
引となります（会員証の提示が必須となります）。

お得がいっぱい！

ご愛用の機材の修理・点検が 20%OFF!
例えば、EFレンズの修理代金が

入会方法

20,000 円 だった場合 ➡ 16,000 円に！
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※アクセサリーは、割引適用外となります。
※修理代金は修理・点検の内容により異
なります。

E

OS 学園ではしっかりとした技術を習得できるうえ、先生や他の受講者の方の作品を
見ることも大変勉強になります。受講料割引に加え、修理・点検割引のおかげで財
布も助かっています。（会員歴 3 年／齊藤武男さん）

見たい！

製品モニター

製品モニター例

EF100-400mm
F4.5-5.6L IS Ⅱ USM

EOS 5D Mark IV

EOS 6D Mark II

※貸し出し期間や応募方法などの詳細は、
月刊会報誌やキヤノンフォトサークルのウェブサイトにて告知いたします。
なお、製品はキヤノンフォトサークル指定のもので、抽選となります。

キヤノンでは、製品をお試しいただける体験会や、会員のみご参加いただける体験イベントも開催し
ています。撮影体験はもちろん、写真家によるスペシャルセミナーや開発者による技術紹介などもあり
ます。体験会のご案内は随時会員の皆さまにお知らせいたします。

お得がいっぱい！

※写真は EOS 7D Mark II
体験会の様子。

つながりたい！

体験会

知りたい！

EF16-35mm
F2.8L III USM

うまくなりたい！

デジタル一眼レフカメラや各種 EF レンズ、高性能コンパクトデジタルカメラなど、人気のキヤノン製
品を約 20 日間、無料でお貸し出しする制度です。発売されたばかりの製品や、一度は使ってみた
い高性能レンズも、無料でじっくりと機能や性能をお試しいただけます。チャンスは毎月ありますので、
ぜひともご購入の検討にお役立てください。

入会方法
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年会費 5,400 円（税込）
年会費（障がい者割引）2,700 円（税込）
〈オプション〉会員バッジ 1,080 円（税込）／特別編集本『キヤノンフォトアニュアル』3,600 円（税込）※会員割引価格があります。

見たい！
会員特典一覧

うまくなりたい！

月刊会報誌
『Canon Photo Circle』
毎月お届け

特別編集本『キヤノンフォトアニュアル』
年1回お届け（有料）

各種イベント・セミナーへの申し込み※1 ※2

キヤノンフォトクラブへの参加※5

製品無料モニターへの申し込み※1

部活への参加

通信添削講座の受講（有料）

会員証の発行

カメラ修理料金の割引※3

会員バッジの送付（有料）

EOS学園受講料の割引※4

知りたい！

※1 お申し込み多数の場合は抽選となることがあります。※2 開催内容によっては有料の場合があります。※3
割引適用製品はEOS、EFレンズ（EF-S、EF-M、TS-E、MP-Eレンズを含む）に限られます。
アクセサリーは割引
適用外となります。
また、
キヤノンマーケティングジャパン株式会社直営修理窓口で受付の場合のみ割引となり
ます。
※4 EOS学園オンラインは割引適用外となります。
※5 各キヤノンフォトクラブにて定められた年会費など
が必要となります。

つながりたい！

次のいずれかの方法でお申し込みください。
① インターネットでオンライン入会する。canon.jp/cpc
② 添付の「払込取扱票」
を利用して入会する。

お得がいっぱい！

本冊子に記載の会則と個人情報の取り扱い（P.15）についてご同意のうえ、
チェックをしてください。また、キヤノンフォトサークルのウェブサイトをご利用
希望の方はそちらにもチェックをしていただき、お申し込みください。
ご入会いただいた会員
の皆さまのうち、
ご希望の
③キヤノンサービスセンターで入会する
方には特別編集本『キヤ
ノンフォトアニュアル』
（有
料）をお届けいたします
（年1回発行）。

キヤノンフォトサークルに関するお問い合せ

キヤノンフォトサークルお問い合せセンター TEL. 050-555-90093
入会方法

【受付時間】 平日 / 土 / 日 / 祝 9：00 ～ 18：00 （1/1 ～ 1/3 はお休みさせていただきます）
※上記番号をご利用いただけない方は 043-211-9664 をご利用ください。
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キヤノンフォトサークル会則
1. 名称 本会の名称をキヤノンフォトサークルと呼びます。
2. 本会の概要 本会は、キヤノン製品を通じて写真を楽しみたいと思う方ならどなたでも入会できる有料会員組織です。キヤノンフォ
トサークル憲章を尊重しながら会員の皆様が写真をより楽しんで頂くことを目的としております。

3. 会員姿格 キヤノン製品の愛用者で本会の趣旨に賛同する日本在住の個人の方（プロ、アマチュアのいかんを問いません。なお、
法人その他の団体の方はご利用いただけません。）

4. 活動概要 キヤノンマーケティングジャパン株式会社（以下「当社」といいます）は、本会の事務局として、次の活動をはじめと
する本会の運営を行います。①会報誌を月１回発行し、会員の写真技術の向上、会員相互の連絡および作品発表、新製品の紹介、
②特別編集本の年１回の発行、③会員のみが利用できる Web サイト運営、④写真に関する各種イベントの企画運営。⑤会員が当社

5. 入会 本会に入会するには、別途当社所定の手続きに従った申し込みおよび年会費の納入が必要です。なお、当社が受領した年

見たい！

の他サービス（EOS 学園、EOS 学園オンライン、キヤノンイメージゲートウェイ）を利用時に、本会での活動状況にもとづく他サー
ビスからの関連情報の配信。

会費は、理由のいかんを問わず一切返金しないものとします。

6. 退会 退会を希望する会員は、事務局への連絡または本会 Web サイトで所定の手続きを行うことにより退会することができます。

るおそれのある場合には、当社は事前に当該会員に通知することにより当該会員の会員資格を取り消すことができるものとします。こ
の場合においても、当社が受領済みの年会費およびその他の金員は、理由のいかんを問わず一切返金しないものとします。

8. 有効期間および更新 ①入会時の会員資格の有効期間（以下「有効期間」といいます）は、当社が年会費を受領した日から翌年
同月末日までとします。継続時は、年会費の受領日に関わらず、有効期間を 12 ヶ月延長するものとします。なお、年会費が有効期

うまくなりたい！

7. 会員資格の取消 会員が反社会的勢力（暴力団を含みますがこれに限らず、個人、団体を問いません）の関係者であったとき、
本会則に違反したときおよび本会、他の会員および当社との信頼関係を著しく害する行為を行ったときならびにこれらの事項に該当す

間中に変更された場合、当該年会費は、次回更新時より適用されるものとし、会員が既に支払った年会費には何らの影響も及ぼさな

9. キヤノンフォトクラブ 会員が当社所定の要件を満たした場合は、地域を定めて当該会員が自主的に運営するキヤノンフォトクラブ
の設立を当社に申請することができます。その組織の承認および運営方式は別途当社所定のキヤノンフォトクラブ規定にて定めます。

知りたい！

いものとします。②会員は、有効期間の満了時に会員資格の継続を希望する場合は、別途当社所定の更新手続きを行うものとし、こ
れを行わなかった場合には、当該会員は有効期間満了日をもって会員資格を喪失するものとします。

10. 個人情報の取り扱い 当社が取得した会員の個人情報は、当社が策定した「個人情報保護方針」に基づき、適切に取り扱います。

12. 本会の解散 当社は、当社の判断で本会を解散することができるものとします。
13. 本会則への同意 本会への入会申込を行った者は、当該申込の時点で本会則に同意したものとみなします。
2016 年 4 月 1 日 改定

つながりたい！

11. 本会則の改定 本会則その他本会の運営に関する事項は、必要により当社が会員の了承を得ることなく改定できるものとします。

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 キヤノンフォトサークル事務局

当社は、「キヤノンフォトサークル入会申込票」にてお客様から任意でご提供いただきました個人情報を、キヤノンフォトサークル運営に必
要な範囲内で利用いたします。当社は、個人情報を適切な安全対策のもと管理し、漏洩等の防止に努めます。また、お客様の個人情報は、
法令に基づく場合や上記利用目的を実施する為に適切な機密保持契約を締結した業務委託先に開示する場合を除き、お客様の同意無く第
三者へ開示・提供致しません。上記利用目的等に同意の上で、お申し込みくださいますようお願い申し上げます。なお、個人情報のご記入

お得がいっぱい！

お客様の個人情報の取り扱いについて

なき場合は、入会できない場合がございますのでご了承ください。ご提供いただきました個人情報の管理者は、キヤノンフォトサークル事
務局長です。お客様ご自身の個人情報の開示・訂正・削除を希望される場合は、下記までご連絡ください。

【受付時間】平日 / 土 / 日 / 祝 9：00 〜 18：00（1/1 〜 1/3 はお休みさせていただきます）
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入会方法

キヤノンフォトサークルお問合せセンター：TEL.050-555-90093 ※ご利用いただけない方は 043-211-9664 をご利用ください。

〒 108-8011 東京都港区港南 2-16-6

キヤノンフォトサークルお問い合せセンター
電話番号：050-555-90093
受付時間：平日 / 土 / 日 / 祝 9：00 ～ 18：00（1/1 ～ 1/3 はお休みさせていただきます）
※上記番号をご利用いただけない方は 043-211-9664 をご利用ください。
キヤノンフォトサークルホームページ canon.jp/cpc
※ここに掲載した内容は 2018 年 1 月現在のものです。
また、内容は予告なく変更する場合がございます。
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