
「鉄ナツ」の4つの写真展を紹介！

鉄道撮影のルールとマナーを覚えよう！

Canon Gallery Presents

鉄ナツ
ミニハンドブック
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「鉄ナツ」スタンプラリー付き



キヤノンギャラリーの「鉄ナツ」へようこそ。鉄道風景から編成写真まで、個性豊かな４つの写真展。

鉄道写真家と交流できるトークライブイベント。「鉄ナツ」は、「鉄」と聞くと胸が高鳴るあなたのために、

キヤノンギャラリーが総力を挙げて贈る、2017年夏だけのスペシャル企画です。

また、3つ以上の写真展をご覧になった方には、プレゼントもご用意しました。

巻末のスタンプラリーを集めて、どうぞご応募ください！

MAP
キヤノンギャラリー S（1F）
キヤノンオープンギャラリー1・2（2F）
キヤノンプラザ S（2F）
東京都
港区港南2-16-6
CANON S TOWER

開館時間
10:00～17:30
休館日：日・祝日

東京都
中央区銀座3-9-7
トレランス銀座ビル1F

開館時間
10:30～18:30

（ギャラリー：写真展
最終日は15:00まで）
休館日：日・祝日

キヤノンギャラリー銀座
キヤノンデジタルハウス銀座

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

開館時間
10:00～18:00

（最終日は15:00まで）
休館日：日・祝日

キヤノンギャラリー大阪

福岡市
博多区綱場町4-1
福岡RDビル1F

開館時間
10:00～18:00
休館日：土・日・祝日

キヤノンギャラリー福岡

名古屋市
中区錦1-11-11
名古屋インターシティ1F

開館時間
10:00～18:00

（最終日は15:00まで）
休館日：日・祝日

キヤノンギャラリー名古屋

猪井貴志 写真展
「鉄景漁師」

米屋こうじ 写真展
「Hello Goodbye」

@ キヤノンギャラリー S

@キヤノンギャラリー銀座

@キヤノンオープンギャラリー1・2（品川）

@キヤノンギャラリー大阪

@キヤノンギャラリー銀座

@キヤノンギャラリー名古屋
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@キヤノンギャラリー福岡

@キヤノンギャラリー大阪@キヤノンギャラリー名古屋

ギャラリートーク
6/24（土）14:00～
@キヤノンギャラリー銀座

ギャラリートーク
7/21（金）17:00～
@キヤノンギャラリー銀座

セミナー
7/21（金）18:30～
@キヤノンデジタルハウス銀座

JRPS 写真展
「煙のゆくえ～今を駆ける蒸気機関車～」

諸河 久 写真展
「モノクロームの国鉄蒸機 形式写真館

【キヤノンギャラリー S】
猪井貴志 写真展

「鉄景漁師」

【キヤノンオープンギャラリー1・2（品川）】
JRPS 写真展

「煙のゆくえ～今を駆ける蒸気機関車～」

【キヤノンギャラリー銀座（巡回）】
米屋こうじ 写真展

「Hello Goodbye」

【キヤノンギャラリー銀座（巡回）】
諸河 久 写真展

「モノクロームの国鉄蒸機 形式写真館 
 ～Canon EOS 5Dsによるデジタルリマスターの世界～」

「鉄ナツ」写真展
スケジュール

乗り鉄 、 撮り鉄 、観る鉄

～Canon EOS 5Dsによるデジタルリマスターの世界～」

※8月11日（金）～ 8月20日（日）は夏期休館日です。

鉄ナツトークイベント1（要予約）
7/22（土）13:30～
@キヤノンホール S

親子セミナー
7/22（土）10:30～
@キヤノンプラザ S

鉄ナツトークイベント2（要予約）
8/26（土）13:30～
@キヤノンホール S



本展は、猪井貴志氏による写真展です。鉄道風景から車窓写真、
また動物や人といった鉄道にまつわる物語を感じさせる作品まで、
50年以上鉄道を追い掛けてきた日本を代表する鉄道写真家の一人
である氏の集大成として、約60点の作品を展示。加えて、スライド
ショーで作品も投影する、今までにない鉄道写真展となっています。

日 時 
△

 2017年6月22日（木）～8月8日（火）
   10:00～17:30

場 所 
△

 キヤノンギャラリー S
 （東京都港区港南2-16-6
   CANON S TOWER 1F）
休館日 

△
 日・祝日　入場料 

△
 無料

日 時 
△

 2017年6月22日（木）～6月28日（水）
   10:30～18:30（最終日は15:00まで）

場 所 
△

 キヤノンギャラリー銀座
 （東京都中央区銀座3-9-7 
  トレランス銀座ビル 1F）
休館日 

△
 日・祝日

入場料 
△

 無料

猪井貴志 写真展
『鉄景漁師』

米屋こうじ 写真展
『Hello Goodbye』

猪井貴志

▲

Takashi Inoi／1947年4月神奈川県生まれ。東京写真専門学院。
JRポスター制作にも多く携わり、とりわけダイヤ改正前には多忙を極める。鉄道の
みならず、人物や町の情景も手掛け旅行誌などでも活躍中。

鉄道に人に駅舎と50年間レンズを向けた鉄道風景

鉄道で旅をしながら窓越しに写した
出会いと別れの一瞬の光景

スタンプラリーをしながら楽しめる！ 2017年夏、キヤノンギャラリーは
「鉄ナツ」と題した4つの鉄道写真展を
開催します。鉄道風景に車窓の景色、
蒸気機関車まで、バリエーション豊かな
写真展にぜひご来場ください。

「鉄ナツ」写真展情報

この夏行きたい
鉄道路線

北海道の雄大な風景はいつ訪れても新鮮な感動を与えてくれます。いっせい
に芽吹き始めた花々や、木々にふりそそぐ陽光を浴びて輝く北の大地。大い
なる自然が創り上げた絶景の中を行く列車を満喫したいと思います。

根室本線で北海道の大自然を体感しよう猪井貴志さんの

この夏行きたい
鉄道路線

夏のローカル線でオススメなのが五能線。日本海の荒々しい海岸線と白神山地
の豊かな緑が車窓に展開します。また、五所川原駅から「津軽鉄道」に乗り換え
れば、アテンダントさんの人情味あるおもてなしに巡り会えるかも。

東北のローカル線「五能線」で車窓風景を楽しもう米屋こうじさんの

米屋こうじ写真展
『Hello Goodbye』

猪井貴志写真展 『鉄景漁師』

2017

Infomation 米屋こうじ氏が日本と世界8カ国の鉄道で撮影した車窓写真を展示。
人々の暮らす日常の空間を列車がすり抜ける、そのわずか数秒間にあ
る被写体との関係を大切に写し撮りました。流れる風景の中で一瞬だ
け像を結ぶ人々の姿は少し切なく、窓越しに繰り返される出会いと別
れに、万物は永久に存在できないというはかなさまでもが表れます。

米屋こうじ

▲

Koji Yoneya／1968年山形県生まれ。生活感ある鉄道風景のなかに人
と鉄道の結びつきを求めて、日本と世界の鉄道を巡り撮影。著書に「鉄道一族三代記」
（交通新聞社）、フォトエッセー「ひとたび てつたび」、写真集「I LOVE TRAIN-アジ
ア・レイル・ライフ-」（ころから）ほか。公益社団法人 日本写真家協会（JPS）会員。

Infomation

大　阪：2017年7月20日（木）～7月26日（水）
名古屋：2017年8月21日（月）～8月30日（水）巡回展

キヤノンギャラリー銀座ほか6/22（木）-6/28（水）
キヤノンギャラリー S（品川）

6/22（木）-8/8（火）

猪井展特製ハガキ（サイン入り）プレゼント
@キヤノンプラザ S（品川）



「復活蒸機」と言われる、一度は現役
を引退した蒸気機関車（SL）が、今再
び全国各地で活躍しています。本展
では、そのSLたちの雄姿をとらえた、
日本鉄道写真作家協会（JRPS）会
員の作品を展示します。なお、7月22

日（土）・8月26日（土）13時30分から、
鉄ナツトークイベントを開催します（要
予約）。詳細は、canon.jp/galleryまで。

1970年代初頭に4×5判カメラで国
鉄蒸気機関車の形式写真撮影に取
り組んでいた諸河久氏。晩年の国鉄
蒸気機関車をとらえることは容易ではな
く、作品群には苦労の末に訪れた至
福の時間が写し込められています。本
展で、精緻にデジタルリマスターされた
蒸気機関車の魅力をお楽しみください。

日本鉄道写真作家協会

▲

JRPS／鉄道写真
をベースに活動する職業写真家団体。1988
年設立。円滑な取材活動や作家活動を行うと
ともに、会員相互の親睦と鉄道写真界の発展
と向上に寄与することを目的として、写真展や
イベントなどさまざまに活動中。

諸河 久

▲

Hisashi Morokawa／1947年東
京都生まれ。日本大学経済学部、東京写真
専門学院（現・東京ビジュアルア－ツ）卒業。
鉄道雑誌「鉄道ファン」のスタッフを経て、フリ
ーカメラマンに。国内外の鉄道写真を雑誌、
単行本に発表。「モノクロームの国鉄」「モノク
ロームの私鉄」「モノクロームの国鉄蒸機 形
式写真館」（イカロス出版）など著書多数。

全国で活躍中の復活蒸機、
SLの雄姿が一堂に会します

往時の蒸気気機車が
精緻な姿となって復活

日 時 
△

 2017年7月20日（木）～
  7月26日（水）
  10:30～18:30（最終日は15:00まで）

場 所 
△

 キヤノンギャラリー銀座
 （東京都中央区銀座3-9-7 
     トレランス銀座ビル 1F）
休館日 

△
 日・祝日

入場料 
△

 無料

諸河 久 写真展
『モノクロームの国鉄蒸機 
形式写真館 ～Canon EOS 5Dsに
よるデジタルリマスターの世界～』

「EOS 5Dsによるデジタルリマスター講座」
7/21（金）18：30～　@キヤノンデジタルハウス銀座

「親子でかっこいい鉄道写真を撮ろう！」　7/22（土）10：30～
@キヤノンプラザ S　講師：久保田 敦氏、村上悠太氏 セミナー親子セミナー

Infomation

諸河 久写真展
『モノクロームの国鉄蒸機 形式写真館

  ～Canon EOS 5Dsによるデジタルリマスターの世界～』

JRPS 写真展
『煙のゆくえ ～今を駆ける蒸気機関車～』

この夏行きたい
鉄道路線

全国各地で活躍している復活蒸気機関車。今年の注目はC11 207による東武鉄道
「SL大樹」の運転開始、そして復活への整備が完了したJR西日本のD51 200の動
向です。夏休み期間中は全国の復活蒸機はフル稼働。SL撮影シーズン到来です！

SLのシーズンが到来！ この夏はぜひSL撮影へ
長根広和さんの

（JRPS副会長）

この夏行きたい
鉄道路線

4月のダイヤ改正でデビューした東武鉄道500系「リバティ」が初めての夏を迎
えます。日光線・栗橋～新古河駅間、板荷～下小代駅間などで、夏空を背景
に快走するシーンを撮る予定です。鬼怒川線では8月10日からSLも運行。

「リバティ」とSL目当てに東武鉄道・日光線＆鬼怒川線へ諸河 久さんの

日 時 
△

 2017年7月19日（水）～
  8月29日（火）10:00～17:30

場 所 
△

 キヤノンオープンギャラリー1・2
 （東京都港区港南2-16-6 
  CANON S TOWER 2F）
休館日 

△
 日・祝日・

  8月11日（金）～8月20日（日）
入場料 

△
 無料

JRPS 写真展
『煙のゆくえ 
～今を駆ける蒸気機関車～』

Infomation

名古屋：2017年8月31日（木）～　9月  6日（水）
大 坂：2017年9月14日（木）～　9月20日（水）
福 岡：2017年9月28日（木）～10月10日（火）

巡回展

キヤノンオープンギャラリー 1・2（品川）

7/19（水）-8/29（火）

キヤノンギャラリー銀座ほか7/20（木）-7/26（水）



構える前に要確認！
線路に近寄っての撮影はやめましょう

列車を撮る人なら、誰もが迫力あ
る絵を撮りたいもの。けれど、過度
に線路に近づきすぎたり、構図を
探す際、勝手に田んぼや農地に入
り私有地を荒らすのはNGです。ま
た、正面の絵を狙うために線路に
侵入して撮ろうなんていうことは絶
対にやめましょう。安全運行の妨
げになりますし、法律により罰せら
れます。迫力ある絵を撮るには、遠
くの安全な場所から望遠レンズで
引き寄せるように狙って撮るのが
基本です。レンズワークを駆使し
ながら撮影しましょう。

まずはあいさつからはじめよう。
ゴミの持ち帰りも忘れずに

ストロボの設定は要確認。
自動発光に気をつけて！

撮影地に到着したら先に撮影者がいること
もしばしば。まずはお互いにあいさつするこ
とからはじめましょう。地元の方へのあいさ
つも気持ちよく。また、撮影の際に出たゴミ
はきちんと持ち帰り、もしゴミが落ちていたら
拾って持ち帰るのも写真家の心得です。

向かってくる列車に対してストロボで撮影するのは安全運行の支障にな
るので絶対にやめましょう。また、停車していても、運転士さんに向けて
のストロボ発光はNG。薄暗いホームなどで撮影する際は、ISO感度を
上げるなどの工夫をすればきれいに撮影することができます。撮影の前
に、カメラのストロボ設定が自動発光になっていないか確認しましょう。
基本はストロボ自動発光の設定をOFFにしておいた方がよいでしょう。

4

1

コミュニケーションを
とりながらお互いに

譲り合って撮影しよう
人気の高い列車の場合、同じ撮影地に多くのファンが集まります。鉄道撮影では、自
分より先に構えていた人の邪魔にならない位置で撮影するのがマナーです。ただ、お互
いに譲り合えば、より多くの人がベストな一枚を狙えるでしょう。また、万が一、自分の
構図にほかの人が入ってしまっても、それは相手が気づいていないだけかもしれません。
乱暴な言葉はトラブルのもと、お互いコミュニケーションを大切に撮影を楽しみましょう。3

2

赤い服は赤信号！？
着ていく服にも要注意

鉄道業界では「赤」は停止や緊急性を
知らせる色です。運転士さんの誤認を避
ける意味でも、沿線で撮影する際は赤
系の洋服は避けたほうがおすすめです。

5

鉄道を撮るときに知っておきたい

時々、一部の鉄道愛好家が車両に接近しすぎたり、線路に無断で立ち入ったりといった
ニュースが流れます。しかし、それはルールやマナーを知らないのが原因です。
あいさつやマナーといった基本的なことから、撮影するときに注意したいルールまで、
これらをしっかり守ってみんなで撮影を楽しみましょう。

撮影のルールとマナー

監修：日本鉄道写真作家協会（JRPS）

線路が曲がっている地点であらか
じめ構え、望遠で引き寄せて撮る。

SLを正面から狙う

Case 2

安全な場所から望遠で狙い、列車
の顔だけでなく車両側面も入れる。

迫力ある絵を狙う

Case 1



キヤノンギャラリーをまわっ  て集めよう！

鉄ナツスタ ンプラリー

米屋こうじ 写真展 『Hello Goodbye』

【応募方法】
「鉄ナツ」の各写真展会場の設置してある4種類のスタンプのうち3種類を集
め、キヤノンプラザ S（品川）またはキヤノンデジタルハウス銀座にお持ちいた
だくと、もれなく「鉄ナツ」特製ステッカーをプレゼント！ 特製ステッカーは数
に限りがございますので、なくなり次第終了となります。お早めにお越しください。

【プレゼント引換場所】

▲

キヤノンプラザ S（品川）   

▲

キヤノンデジタルハウス銀座

発行：キヤノンギャラリー　canon.jp/gallery　　キヤノンギャラリー Sスペシャルサイト：http://cweb.canon.jp/gallery/s/

4つのうち3つ集めると、

「鉄ナツ」特
製ステッカー

を

JRPS 写真展

諸河 久 写真展 『モノクロームの国鉄蒸機 形式写真館
   ～Canon EOS 5Dsによるデジタルリマスターの世界～』

『煙のゆくえ ～今を駆ける蒸気機関車～』猪井貴志 写真展 『鉄景漁師』

プレゼント！


