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ソニーミュージック初の教育エンタテインメントプロジェクト

「KIDSTONE（キッズトーン）」始動!!

～音を軸にした新たなブランドで、エデュケーション分野に進出！～

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント（本社：東京都千代田区、代表取締役：水野道訓）は、新たにキッ
ズ専門ブランド「KIDSTONE」を設立し、CD、DVD 商品に留まらず、イベント制作・舞台制作・絵本/玩具の企画・制
作など、幅広く「音」を軸にしたキッズ専門の総合エンタテインメントサービスを提供してまいります。

ソニーミュージックが取り組む教育エンタテインメント！

CD、DVD
第一弾リリースは、NHK E テレで放送中の人気工作番組『ノージーのひらめき工房』から初の CD 化となる「ノージーの
ひらめきミュージック～音であそぼう！~」（豪華 40 ページワークブック・シール付き CD）。さらに、「会いに行けるお
兄さん」としてもおなじみで、数多くの幼児レギュラー番組を持つ CHI-MEY（チーミー）の DVD 商品「チーミーのうきう
きミニテレビ 3」も併せて 2 点同時にリリースいたします。
詳細：http://kidstone.net/
NHK Ｅテレ『ノージーのひらめき工房』から
待望の CD が初リリース!!

CD 「ノージーのひらめきミュージック
～音であそぼう！～」
2015 年 8 月 26 日（水）発売予定
XSCL-13 ￥2,500 (tax in)

会いに行ける歌のお兄さん
チーミーの幼児向け唄って踊れる DVD 第 3 弾！

DVD 「チーミーのうきうきミニテレビ 3」
2015 年 8 月 26 日（水）発売予定
XSBL-1 ￥2,500 (tax in)

ミュージカル レッスン＆公演
JOY Kids’ Theater × ソニーミュージック初のコラボ企画として、表現力・歌・ダンス・英語等を学ぶことができる“ミュー
ジカルレッスン＋公演” ブロードウェイミュージカル「赤毛のアン」公演を開催、キャスト（受講生）を募集いたします。
キャストはレッスンを通して一丸となりステージを作り上げ、紀伊國屋サザンシアターでの大舞台に立つことができます。
演目中の楽曲には生演奏もおりまぜ、本格的ミュージカルを実現！
＊JOY Kids’ Theater … ミュージカルを「教育プログラム」として扱い、その指導、上演、企画、運営を行う NPO 法人

ブロードウェイミュージカル「赤毛のアン」
公演日
：2016 年 1 月 17 日（日）
レッスン日程 ：10 月中旬～1 月公演（年末年始除く）までの土日
会場
：紀伊國屋サザンシアター
対象年齢 ：4 歳～22 歳までの男女なら未経験者も含め、
どなたでもお申込できます。
申込資格 ：10 月以降、都内のスタジオでの御稽古に通える方。
申込方法 ：下記 Web サイトよりのお申込
https://audition.sonymusic.co.jp/edu/anne/registration/form/
募集
：2015 年 7 月 25 日（土）より開始
申込締切 ：2015 年 9 月 18 日（金）18:00 まで
主催
：NPO 法人 JOY Kids’ Theater
㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント
詳細
：http://kidstone.net/akage_no_anne/

ワークショップ開催
ソニーミュージックの培ったノウハウを活かして、廃材やクラフト素材を使った楽器作りや、CD ジャケットを作るアートワーク
ショップ、アーティストになりきって写真撮影やレコーディングが出来る「なりきり体験」など、ワークショップの企画・制作を行
います。
＜開催スケジュール＞
8 月 7 日（金）8 日（土）
代官山 T-SITE 夏まつり 「ソニーミュージック KIDSTONE SUMMER PARK with ボーネルンド」
代官山 T-SITE GARDEN GALLERY にて、こどもの成長につながる 5 つのワークショップ体験コーナーを設置。ソニー
ミュージック×ボーネルンドの２社がコラボレーションし、こども達と学ぶ、楽しむワークショップを演出します。ソニーミュージ
ックは、身体を動かしながらリズムと音感を育む「asobeat（アソビート）♪」、名盤を聴いてイマジネーションを描く「ジ
ャケットお絵かき♪」、自分だけのオリジナル打楽器を作る「お気に入りのがっき♪」の３つのワークショップを開催！
時間：13:00～20:00（スペースは 22:00 まで解放）
場所：代官山 T-SITE GARDEN GALLERY
詳細：代官山 T-SITE 夏まつり http://tsite.jp/daikanyama/event/004979.html
8 月 29 日（土）30 日（日）
「ワークショップコレクション 11 in シブヤ」
こどものためのワークショップ博覧会「ワークショップコレクション」に KIDSTONE が出展。
こどもにデビュー予定の新人アーティストになりきってもらい、オリジナルフライヤー作りを通じて、自身を表現するということ
を学んでもらうソニーミュージックならではのワークショップを展開します。
時間：10:00～17:00
場所：新南平台東急ビル
詳細：http://wsc.or.jp/

10 月 4 日（日）

SONIC ACADEMY FES 2015
「MUSIC（音楽）」「ANIMATION（アニメーション）」「MAMA＆KIDS（ママ＆キッズ）」の各ジャンルより構
成される “ソニーミュージックが提案する学びの祭典”。10 月 3 日(土)、4 日(日)の両日に亘って、ソニーミュージッ
クグループの総力をあげて実現した豪華講師陣による 40 以上のエンタテインメント講座が開講されます。
KIDSTONE は、「MAMA & KIDS」の各講座をお届けします！

SONIC ACADEMY FES 2015 「MAMA&KIDS」は、ママやパパはもちろん、
お子様は 0 歳から小学生まで楽しめる内容になっています！
目玉は「なりきり KIDS-VIP-」！
プロによるヘアメイクでアーティストになりきって、スタジオでレコーディング体験。
世界最先端のスタジオ Sony Music Studios Tokyo Studio1 を特別に貸し切って
お子様の撮り下ろし写真をジャケットにした歌声入りの CD をお持ち帰りいただけます。
他、一流アーティストの撮影を数多く手がけるプロカメラマンによる撮影会（YouTube 番組
「KIDSTONE TV」出演オーディションも兼ねており、撮影会参加者は「KIDSTONE TV」で流れる
一言コメントも収録）、ベビーマッサージ講座やリトミック講座や親子ボイトレ講座、人気ママファッショ
ン誌「mamagirl」や、朝日新聞メディアラボとのコラボレーション講座などもあります。
時間：10:00～17:00
場所：SME 乃木坂ビル
詳細：「SONIC ACADEMY FES 2015」 http://soniacafes.com/

新しいサービス機能を持つオフィシャルサイトが 10 月オープン！
「KIDSTONE」が提供する、キッズとママ・パパ、先生たちへの新しいサービスが 10 月よりスタート。
全く新しい、工作の作り方をまとめた「工作レシピ」には、「材料」「目的」からレシピを検索できるサービスや
クラフトママたちのおすすめレシピ、先生たちの秘伝レシピの紹介、ランキング別の紹介もあります。
保育園・幼稚園の先生のみが会員となれるコミュニティサイト「つながる先生ボード」では、日頃先生が
抱える悩みや情報を共有。全国の先生たちとつながれます。

キッズ参加型 YouTube 番組「KIDSTONE TV」10 月スタート！
キッズ参加型 YouTube 番組「KIDSTONE TV」では、「スーパーキッズ」「世界の楽器に触れてみよう」「作詞ちゃん」な
どキッズが参加でき、出演できるプログラムがもりだくさん。ママへの情報も満載。 アーティストのゲスト出演もあり！
こちらのメインパーソナリティオーディションも 8 月 23 日（日）よりスタートします。
応募詳細：http://kidstone.net

その他、10 月以降従来の絵本に新しいデジタル技術を組み合わせた商品や、デジタル技術を生かしたワークショップイ
ベントなど、常に新しい挑戦でキッズエデュケーション分野に新たな驚きと感動を提案してまいります。

＜KIDSTONE オフィシャルサイト＞

＜お客様 お問い合わせ先＞

http://kidstone.net
kidstone@sonymusic.co.jp

＊お客様のお問い合わせはメールのみになります
以上

【お問い合わせ先】
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 広 報 チーム メールアドレス press@sonymusic.co.jp
ホームページ http://www.sme.co.jp/

