
年間 200本以上のステージ  顧客満足度 驚異の 97％！！ 

笑って驚いて、楽しくサイエンスが学べる！！ 

 

サイエンスショー ➕ マジック ➕ 笑い の 

参加型！新感覚サイエンスショー！ 

 

   

 

   

   

   



 

サイエンスショー➕マジック➕笑いの 

新感覚サイエンスショーです！ 

「笑点」「レッドカーペット」「エンタの神様」 

「ガキの使いやあらへんで」「みんなＤＥどーもくん」など 

数々のバラエティー番組で活躍するキャラメルマシーンが、 

子供達の心を掴んで離しません！ 

 

会場は毎回大爆笑の渦！ 

漫才風のやり取りで笑って、 

手品で驚いて、 

科学マジックでタメになる、 

新感覚のスーパーサイエンスショーです。  

 

最近、サイエンスショーのニーズが高い中、 

どのショーも似たり寄ったりで、変わり映えしないと思いませんか？ 

 

キャラメルマシーンのサイエンスマジックショーは、 

よくあるサイエンスショーに、 

子供の心をつかみやすい「マジック」「お笑い」の要素をプラス！ 

子供達が喜ぶ要素がたっぷり入った、全く新しいサイエンスショーなんです！ 

 

ショーは全員参加形式で進行！体験型のサイエンスマジックショーです！ 

 

一度みたら忘れられない体験になること間違いなし！ 

 

ただの詰め込み学習ではなく、 

科学への興味関心を引き出し、自ら学ぶ姿勢を得られる、 

楽しい楽しいサイエンスショーです！！ 

 

↓スーパーサイエンスマジックショー参考動画↓ 

https://youtu.be/156H0CRrEmE  

https://youtu.be/156H0CRrEmE


どんなマジックをするの？ 

①まずはコメディマジックで会場を盛り上げます！！ 

 
ＮＨＫの子供番組など多数出演のキャラメルマシーンが、 

得意のマジックでお客様とお友達になります。 

もちろん大人から子供まで楽しめるマジックです。 

 

②身近なものを使ったサイエンスマジックで科学に触れ合う！ 

 
身近なものを使うことで、科学を身近に感じてもらい、 

身の回りで知ることができるサイエンスを体験してもらいます。 

 

③お子様もマジシャンになり、サイエンスマジックを体感！

 
体験することで、科学を肌で感じてもらいます。 

教科書で読んだり、ＴＶでみるのと、 

実際に体験するのとでは雲泥の差があります。 

実際に体験したことは、子供達の心にずっと残るでしょう。 



④参加者全員がマジシャンになって、実験に参加します！ 

 
体験しない子がいないように、 

毎回、必ず全員、科学マジックに参加していただきます。 

 

⑤風船を使ったマジックでクイズやチャレンジに参加！

 
クイズやチャレンジ形式で、会場を盛り上げます。 

子供たちを最後まで飽きさせません！！ 

 

⑥空気砲で大興奮！！ 

 

盛り上がりは最高潮！！ 

お子様にも実際に空気砲を飛ばしてもらいます。 

  



 

⑦巨大空気砲でフィナーレ！！ 

 

大きな空気砲で遠くまで煙を飛ばします。 

実際に見る巨大空気砲は大迫力です！！ 

上記のサイエンスショーはほんの一例です。 

参加者の年齢にもよりますが、 

ショー時間はだいたい 30分～60分です。 

会場の大きさや人数、ご要望により様々なパターンを用意しております。 

<演目例＞ 

『風船時限爆弾』：風船を手を触れずに割ります 

『水の入ったビニール袋』：ビニールに鉛筆を刺しても水がこぼれません 

『テーブルクロス引き』：ストッキングをかぶってやってみます 

『風船ロケット』：みんなで風船で作ったロケットを飛ばします 

『紅茶が色付きジュースに変身』：紅茶が一瞬で色が変わります 

『風船空中ストップ』：風船が空中で止まります 

『巨大風船ゲート』：風船をつなげてわっかを作り、空中に浮かせます 

『ストロー回し』：ペットボトルの上でストローが回ります 

『紙飛ばし』：不思議な力でテーブルに立てた紙が飛んでいきます 

『人間テーブル』：4人の力でテーブルを作ります 

『みんなでスプーンまげ』：観客みんなで紙に描いたスプーンが曲がります 

『巨大風船』：巨大な風船を客席でポンポン。空気の重さを感じてもらいます 

『巨大空気砲』：巨大な空気砲です。煙の輪がどこまでも飛んでいきます！ 

などなど、 

 

※「慣性の法則」「酸化還元反応」「水圧」「力のつり合い」「空気の性質」他 

などなど、サイエンスを笑いながら勉強できます！！ 



＜過去の出演実績＞ 
 

●六ケ所原燃 PR センター ウィンターフェスティバル  

●経済産業省北海道経済産業局 おもしろ科学館 in ほろのべ  

●山形県主催「やまがた環境展 2018」 

●阪南港開港 50 周年記念式典・特別講演会 

●山形県酒田市主催 産業フェア  

●新興出版社啓林館サイエンスショー  

●堺市水素エネルギー社会推進協議会主催サイエンスショー  

●西部ガス主催  くらし ガ、スマート！2018  

●岩手県庁科学 ILC 推進室「いわてまるごと科学館」  

●宮崎日日新聞主催子育てフェスティバル  

●鳥取県主催 環境フェスタ 2018  

●長野県松川村教育委員会主催サイエンスショー  

●愛知県歯科医師会 主催 あいち健康フェスタ  

●北九州市立子どもの館 春休みサイエンスショー  

●横浜きた・おやこ劇場 サイエンスマジックショー  

●えひめこどもの城 G.W.サイエンスショー  

●笛吹川フルーツ公園 夏休みサイエンスショー  

●東奥日報主催 Juni Juni 八戸市 KIDS フェスティバル   

 

 

 

などなど。  

 

他にも全国の小学校・中学校・幼稚園・保育園・ 

ショッピングモール  

全国各地の環境イベント、環境フェア、  

学校、行政、自治体、商業施設・文化会館に 

気軽に出演しています！！ 

 

  



 

 

キャラメルマシーンの紹介

（別冊） 

 

  



キャラメルマシーンの紹介 

 

キャラメルマシーン紹介映像 

https://youtu.be/biECNFUrvS8  

キャラメルマシーンは 

お子様からお年寄りまで幅広くうける、コメディーマジックコンビです。 

 

過去の出演 TV番組も多岐にわたり、 

●お年寄り向け    ⇒『笑点』 

●若者向け     ⇒『エンタの神様』『レッドカーペット』『ガキの使い』 

●幼児向け     ⇒『みんなＤＥどーもくん』 

など、幅広い年齢層の番組に出演させていただいております。 

  

本格的マジック番組『超マジシャンズリーグ』(テレビ朝日)で 

並居るマジシャンを抑え準優勝(2012.2) 

出演番組からわかるように、お年寄りから、お子様、お笑い好きの若い世代まで 

幅広い層に受け入れられる、 

今もっとも注目度の高い、 

人気急上昇中 本格派若手コメディマジシャンコンビです。 

 

2010年海外初進出。 

アメリカ、韓国、台湾、タイ、マレーシアなど、世界各地で多数の賞を受賞。 

その後ゲスト出演も多数。 

アメリカハリウッドで、1週間のワンマンショーを 3年連続 4度敢行！！ 

2013年にはアメリカで行われた世界最大級のマジックコンテストで 

８０年の歴史で２組しか取ったことがない「特別コメディー賞」を受賞！！ 

など海外でも認められた、確かな実力でお客様を盛り上げます。 

海外でも認められている若手実力派マジシャンです。 

https://youtu.be/biECNFUrvS8


＜ＴＶ・雑誌＞ 

 

*日本テレビ系 

『笑点』(2014.1&2009.1) 

『ガキの使いやあらへんで～絶対に笑ってはいけない大脱獄 2014』（2015.1） 

『エンタの神様』(2008.12) 

『メレンゲの気持ち』(2009.2) 

『スッキリ!!』(2014) 

『９９プラス』(2009.3) 

『第 84回欽ちゃん＆香取慎吾の全日本仮装大賞』(2010.5) 

『ZIP!!』(2014～16過去１２回出演) 

*フジテレビ系 

『爆笑レッドカーペット』(2010.9)  

『W-1グランプリ世界超魔術世界一決定戦 SP』(2008.4) 

*TBS系『はなまるマーケット』(2011.8) 

『王様のブランチ』(2012) 

『はやドキ！』(2015)など 

*NHK 

『爆笑トライアウト』(2009.4) 

『オンバト＋』 

『みんな DEどーもくん』(2015～2017) 

*テレビ東京系 

『イツザイ』(2008-2009 過去１２回出演) 

『じわじわチャップリン』(2016)チャンピオン大会出演 

*ＴＶ朝日系 

『超マジシャンズリーグ』準優勝(2012.2) 

*毎日放送系 

『知っとこ』 

*雑誌 

『TVガイド』、新聞『サンスポ“ネクストブレイク芸人”コーナー』インタビュー掲載 

 

他多数 

 

 

 



＜ディナーショー実績＞ 

 

2016年 

1月 ホテルオークラ東京｢マジカルアメージングツアー｣ディナーショー 

1月 ニューオータニ幕張｢新春初笑い いっこく堂・キャラメルマシーン ディナーショ

ー」 

7月 シェラトン・グランデ・トーキョー 夏祭りサマービュフェ 

  

2015年 

3月 浦和ロイヤルパインズホテル｢マジカルアメージングツアー｣ディナーショー 

7月 ホテルニューオータニ高岡｢マジカルアメージングツアー｣ディナーショー 

8月 川越プリンスホテル「PRINCE SUMMER GARDEN 2015」ディナーショー 

12月 渋谷東武ホテル「クリスマスディナーショー」 

  

2014年 

6月 ホテルニューオータニ高岡「マジカルアメージングツアー」ディナーショー 

7月 徳島グランヴィリオホール「マジカルアメージングツアー」ディナーショー 

8月 京王プラザホテル「マジックフェスティバル 2014」ディナーショー 

12月 NASPAニューオータニ「マジカルアメージングツアー」ディナーショー 

  

2013年  

8月 横浜ロイヤルパークホテル「サマーブッフェ 2013」ディナーショー 

8月 京王プラザホテル「マジックフェスティバル 2013」ディナーショー 

9月 KKRホテル東京 「サマービュッフェ 2013」ディナーショー 

12月 ホテル日航ノースランド帯広「クリスマスディナーショー」 ディナーショー 

  

2012年 

8月 京王プラザホテル「マジックフェスティバル 2012」ディナーショー 

  

2011年 

豪華客船ロイヤルウイング『マジックディナークルーズ』出演。 

  

  

 

 



＜受賞歴・海外出演＞ 

 

* SAM JAPAN主催『世界マジックコンテスト２００７ ステージ部門』にて 

「（財）日本奇術協会招聘賞」「優秀演技賞」Ｗ受賞！（2007年 9月） 

*（財）日本奇術協会主催『奇術の日交歓会ａｔ椿山荘』ゲスト出演（2007年 12月） 

『Magic of Magic』ゲスト出演(2008年 3月) 

* 『韓国プサン国際マジックコンテストステージ部門』「審査員特別賞」受賞。 

* 『マジックマスターズオープン 2010 セントラルオープントーナメント』準優勝 

*世界中のマジシャンが出演を目指す、ロサンゼルスハリウッドにあるマジックの殿堂 

「マジックキャッスル」で 1週間のワンマンショーを 4度敢行！！（2011-2013） 

*『台湾国際マジックコンテスト』(2011.6) 

ステージ部門：特別賞、 クロースアップマジック部門：第３位  

*『マレーシアマジックコンベンション』ゲスト出演 (2011 & 2012) 

*『韓国プサン国際マジックコンベンション』ゲスト出演(2011.8) 

*『IBMマジックコンベンション』（ＵＳＡ） 

80年で 1度しか受賞者が出ていない「特別コメディー賞」受賞！！（2013） 

*『韓国チョンド国際コメディーフェスティバル』(2016.10)ゲスト出演 

*ＴＶ朝鮮『Magic Hole』（韓国）ＴＶ出演 

*『完全櫻樂 SakuraGaku』（台湾）ＴＶ出演 

*世界中で販売しているマジック雑誌『MAGIC MAGAZINE』(SEP 2010)に掲載 

キャラメルマシーン資料映像・写真 

 

キャラメルマシーン資料映像 

https://youtu.be/biECNFUrvS8  

NHKBSプレミアム みんな DEどーもくん！ 2015 07 05 

https://youtu.be/MC5BsGIl0vk 

NHKBSプレミアム みんな DEどーもくん！NHKBSプレミアム 

https://youtu.be/Bg8cvmFZHhw 

 

https://youtu.be/biECNFUrvS8
https://youtu.be/MC5BsGIl0vk
https://youtu.be/Bg8cvmFZHhw

