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(１)開館時間

１． 科学館の基本情報・ご利用案内

展示室 プラネタリウム
個人 団体 個人 団体

大人（18歳以上） 600円 480円 400円 320円
小・中・高生 300円 210円 200円 140円
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※

※

※

※

※

・

・

・

※

料金は、当日現金にてお支払ください。

(一部、旅行会社等のクーポンの取り扱いがあります。詳細はお問い合わせください)

対象となる各種手帳の原本提示で展示室・プラネタリウムとも無料になります。

（コピー不可） 対象等、詳細はお問い合わせください。

「のびのびパスポート」原本提示で展示室・プラネタリウムが無料になります。

(コピー不可) 学校団体(学校行事での利用)は学校所有の「団体用」をお持ちください。

神戸市在住の65歳以上の方は「すこやかカード」「老人福祉手帳」の原本提示で展示

室・プラネタリウムが個人料金から半額になります。(コピー不可)

団体料金の適用について

当日の来館者で小学生以上が３０人以上いる場合に適用となります。

学校団体(学校行事での利用)は人数にかかわらず団体料金の適用となります。

引率の教職員は無料です。

他の割引との併用はできません。

その他、個人料金が割引となる提携カード等があります。

(団体割引との併用は不可) 詳細はお問い合わせください。

(２)休館日

9：30～16：30 （プラネタリウムの最終回は16：00～）

9：30～19：00 （プラネタリウムの最終回は19：00～）

月～木

金・土・日・祝 / 春・夏休み

※入館は閉館の30分前まで

水曜日（祝日の場合は開館し、翌日に休館）、年末年始、館内整理日

※プラネタリウム番組入替・展示機器点検保守等のため臨時休館する場合があります。

詳細は当館のホームページをご確認、またはお問い合わせください。

http://www.kobe-kagakukan.jp

(３）入館料



(4）アクセスと駐車場利用
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・

・

・

・

・

・

当館の駐車場は団体バス専用です。(駐車料金は無料)

乗用車でお越しの場合は近隣の有料駐車場をご利用下さい。

(各種手帳をお持ちの方で駐車の必要がある場合は、ご相談ください）

駐車場は予約制ではなく当日先着順で、最大9台まで駐車可能です。

満車の場合は近隣の有料駐車場をご利用ください。

(駐車料金はお客様ご負担で、提携割引等はありません)

大型バス用有料駐車場についての詳細は管理会社へ直接お問合せください。

「ポートアイランド南 臨時駐車場」

管理会社(株)OMこうべ 078-304-0133 (平日9:30～17:00)

入館するお客様は、先に玄関前で降車してください。

駐車場への入場は、当館の職員が誘導いたします。

アイドリングストップにご協力ください。

<車・バスでご来館の場合>



2． 館内の紹介

科学館は本館・新館にわかれ、6つの常設展示室とプラネタリウムなどの各施設があります。

本館・新館は1階と2階でつながっています。

次ページ以降に各部屋を写真で紹介しています 3

１階 １階

２階 ２階

３階 ３階

４階 ４階

５階

荷物置き場

地下１階

本館新館

喫茶室



からだを使った体験から、ものに働く力のしく
みや、さまざまなエネルギーについて学べる
フロアです。飛行機の操縦をシミュレーション
したり、産業用ロボットを動かしたりしてみま
しょう。

第1展示室

力のしくみの科学
物質とエネルギーの科学

本館1階

私たちを取りまくさまざまな情報。このフロアで
は音や光、電波や波などから情報の原理を
学びます。指紋、声、目の虹彩など私たち自
身がもつ情報についても体験学習しましょう。

第2展示室

情報の科学

本館3階

臨場感あふれる宇宙空間の中で、地球や太
陽系の惑星について学べるフロア。「時空
ホッパー」「探究のトビラ」「地球探査スコー
プ」の3つの新しい展示・アトラクションのほか
に環境問題に関する展示もあります。

第3展示室

宇宙と地球

本館2階

常設展示室

4



神戸発信の科学と技術が世界の未来を担っ
ていることを学ぶフロアです。神戸のまちを舞
台にした科学技術をテーマに、様々なミッ
ションに挑戦！吹き抜けにはスーパーコン
ピュータを配置。身近なくらしとの関連を知る
ことができます。

第4展示室

神戸の科学と技術

新館2階

DNA細胞から人体のふしぎ、生命の神秘など
を立体的な展示で学べるフロアです。
「iPS細胞関連」、「くすり」「がん治療」等、最
新の医療を中心とした展示が新たに加わりま
した。

第5展示室

生命の科学

新館3階

あそびの体験をとおして「？」の驚きから「！」
の理解まで、たのしみながら創造性を高めま
す。むずかしさ抜きで幼児からおとなまで、ど
なたでもたのしめるフロアです。

第6展示室

創造性の科学

新館1階

常設展示室
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約25,000個もの恒星が直径20mのドームいっぱいに映し出されます。補助投映
機には星空などをデジタルで3次元的に投映できる『バーチャリウムⅡ』を導入。全
天に継ぎ目のない迫力の映像がお楽しみいただけます。2016年4月に全席リクラ
イニングシートにリニューアルしました。また聴覚支援システムを全席に装備してい
ます。

本館1階

番組ラインナップ、タイムテーブルなどの
詳細はP9～13、15にて紹介しています

口径25cmの屈折望遠鏡「たいよう」で、太陽
の黒点やプロミネンスの観測ができます。

天体観測室
本館5階

館内施設

6

<観測時間> 2回/日

(雨天・曇天時は望遠鏡の説明のみ）

4月-9月: 11:40-12:00、14:30-14:50

10月-3月: 11:40-12:00、13:30-13:50

プラネタリウム



その他館内施設とサービス

地下ホール・地下ロビー (新館地下1階)
飲食可能スペースとしてご利用いただけます。(詳細はP14をご覧ください)

喫茶室（本館1階）
喫茶・軽食・定食のメニューをそろえています。

特別展示室（本館4階）
企画展、作品展などのイベントをおこないます。 ※実施時のみ開放

ミュージアムショップ（本館1階）
科学のたのしさを体感・体験できるグッズや知育玩具、興味をより深い理解へといざな
う資料などを取りそろえています。

お手洗い
車いすのまま利用できるお手洗いが新館各階と本館1階プラネタリウム奥にあります。
団体用お手洗いは本館1階プラネタリウム横にあります。お手洗いはすべて洋式です。

車いす・ベビーカーの貸し出し
台数に限りがありますが貸し出し可能です。詳細はお問い合わせください。

授乳室（本館1階）
2部屋あります。ミルク用のお湯が必要な方は受付にお申し付け下さい。

7

一般向け科学実験ショー(予約不要)

科学館サイエンススタッフによる毎日2回の実ショーです。
(テーマは1回目・2回目で異なり、数か月で変更)

1回目 10:30～10:50頃

本館1階・第1展示室 「ケミカルワークショップ」

2回目 13:45～14:05頃

新館1階・第6展示室 「おもしろ実験広場」

※団体向け予約制の科学実験ショーとは別プロ
グラムです。(8ページをご覧ください。)



3． 団体向け予約制プログラム・会場のご案内

(1）科学実験ショー
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小学校、小学生を含む団体

平日 (春休み・夏休み・冬休みは除く）

①9：50～10：20 ②11：10～11：40 ③12：50～13：20

約30分間

各回約100名

実施希望日の1か月前まで

対象：

実施可能日：

時間：

所要時間：

定員：

予約締切：

※同じお時間で同席いただく場合があります。

※団体人数が100名を超える場合は、ご相談ください。

※ 実施場所は、予約後にご案内します。
(実験ショーは展示室内ではなく、教室で行います。)

30分間の実験ショーを通して、科学館にたくさんある「展示物」

の中から、スタッフおすすめの展示を紹介します。

この「展示室マラソン実験ショー」終了後、実際に展示室をご

見学いただくと、より科学館のことを知っていただけます。

展示室を回る際のヒントに、ぜひご利用ください。



一般番組は、小学校中学年以上の方を対象として映像番組と星空解説合わせて約50分
間の投映を行います。
映像番組は時期によってシリーズが変わり、スタッフによる星空解説はその日に合わ
せた神戸から見える星空解説を行います。

解説内容 （前半 星のお話＋後半 映像の番組） 備考

1 プラネタリウムドーム内の説明と観覧上の注意。 特に非常口の確認。

2
星空解説（約25分間）
当日神戸で見ごろの星や星座をご紹介します。

3 映像番組をご覧いただきます。（約25分間）

4 プラネタリウムの退場の説明と忘れ物の注意。

・小学校中学年以上の方が多い場合
・科学や天文について理解度を高めたい場合（こども番組よりも内容が少
し難しくなります）

当館では2つのシリーズで番組をお送りしています。（時期により変わります）
サイエンスプラネタリウム・・・最新科学を交えた番組

ファンタジープラネタリウム・・・物語性の高い番組

○●○ 過去の番組紹介 ○●○

サイエンスプラネタリウム ファンタジープラネタリウム

(2）プラネタリウム番組

9

ポイント

投映時間：約50分
対象：小学校中学年以上



こども番組は、幼児～小学校低学年の方を対象として映像番組と星空解説合わせて約
50分間の投映を行います。
映像番組はお誕生日の12星座も登場し、歌を交えながら楽しく学習することができま
す。星空解説はその日に合わせた神戸から見える星空解説を行います。

解説内容 （前半 星のお話＋後半 映像の番組） 備考

1 プラネタリウムドーム内の説明と観覧上の注意。 特に非常口の確認。

2
星空解説（約25分間）
当日神戸で見ごろの星や星座をご紹介します。

6月初旬～7月初旬
は最後の5分間に七
夕に関する番組を
ご覧いただきます。3 映像番組をご覧いただきます。（約25分間）

4 プラネタリウムの退場の説明と忘れ物の注意。

・幼児～小学校低学年の方が多い場合
・星空や星座に楽しく触れるきっかけになります
・お子様がいっしょに声を出したり、歌ったりする場面があります

こども番組は、小学校、幼稚園の先生方に監修していただいて構成しており、
協調性、倫理観を育み、楽しく天文に触れるきっかけとなることを目的にしています。

○●○ 過去の番組紹介 ○●○
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ポイント

投映時間：約50分
対象：幼児～小学校低学年



投映時間：約50分
対象：小学校4年生

1．月が１日のうちでも時刻によって位置が変わることを気付かせる。
2．月は日によって形が変わることを気付かせる。
3．星には明るさや色の違いがあることに気付かせる。
4．星座や星について、一日のうちでも時刻によって並び方は変わらない

が位置がかわることを気付かせる。
5．月や星の一日の動きは太陽の動きと同じであることを確かめる。
※方位の確認で社会科の学習(四方位)も補完できます。

指導順序と解説内容 備考

1 観覧上の注意。プラネタリウムドームと投映機の説明。 非常口の確認。

2
四方位の確認。
朝から夕方までの太陽の動きを確認し、日の入りのようすを見る。

方位は神戸の町の風景も
利用して確認する。

3

＜星や星座＞
①星空解説 1
見ごろの1等星や季節の星の並びを紹介。

②ホッシー星クイズ
星は明るさに違いがあることや、色の違い、温度の違いについて、
クイズを交えながら確かめていく。

③星の動きと観察方法
時間がたつと星の位置は変わるが、並びは変わらないことを確かめ、
観測方法（定点観測、定期的な観察時間）と高さの測り方を学ぶ。

④星空解説 2
季節に応じた主な星や星座、神話を紹介。

当日の神戸の星空。月や
惑星が見えるときには紹介
する。星座絵を使用。

クイズを交えながら確かめ
ていく。

4

＜月＞
①ホッシー月クイズ
月までの距離や大きさの比較、クレーターや重力について学んでいく。

②月の模様
月の表面には白っぽい部分と黒っぽい部分があり、いろいろな模様
に見えることを確かめる。

③月の形と動き
夕方、太陽が沈んだ後に見える三日月・半月（上弦の月）・満月の位
置と動きについて確かめる。

④月の学習のまとめ

5 日の出のようすを見る。
夜明け前に見える1等星や
星座、惑星などを紹介

6 プラネタリウムの退場の説明と忘れ物の注意。

学習指導要領 「B 生命・地球 (4)月と星」
・月の形と動き ・星の明るさや色 ・星の並びと動き

ホッシー

星や月を案内するキャラクター。
クイズを出しながら、学習の手助けをしてくれます。

ねらい
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1．太陽は自らエネルギーを出して輝いている星であることを知る。
2．月は日によって形が変わって見え、月の形の見え方は、太陽と月の

位置関係によって変わること確かめ、月の輝いている側に月を輝かせて
いる太陽があることを気付かせる。

3．月の表面のようすは、太陽と違いがあることを確かめる。
4．太陽・月と人々の生活との関わりについて知る。

指導順序と解説内容 備考

1 観覧上の注意 非常口の確認。

2

＜太陽について＞
① 太陽の大きさ比較
太陽をドームなどの大きさに例えて体感的に大きさを比較する
ことで、地球からの距離について知る。

②太陽の正体
表面の温度の差で黒点が見えることや、光や熱を出すしくみを
知る。

③環境問題
太陽と地球の関わりにも触れ、環境問題について考える。

太陽の画像を使用。

3

＜月について＞
①月と人々の生活との関わり
月の満ち欠けはカレンダーに利用されるなど、昔から密接な
関係があったことを知る。

②月の正体
月の表面の様子を観察し、クレーターのでき方について知る。
また、月の誕生についても紹介。

③月の満ち欠け
太陽・月・地球の位置関係によって月の形が変わる、月の
満ち欠けについて知る。

月の映像を使用。

満ち欠けはドーム全体を
使って視覚的に確かめてい
く。

4
＜星空解説＞
季節に応じた主な惑星や星、星座、神話を紹介する。

当日の神戸の星空。月や
惑星が見えるときには紹介
する。星座絵を使用。

5 日の出のようすを見る。

6 プラネタリウムの退場の説明と忘れ物の注意。

学習指導要領 「B 生命・地球 (5)月と太陽」
・月の位置や形と太陽の位置 ・月の表面のようす

投映時間：約50分
対象：小学校6年生

ねらい
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1．天体の日周運動の観察から、見かけの動きと地球の自転との関連性
に気付かせる。

2．北半球・赤道直下・南半球によって星の動きの向きが異なることに
気付かせる。

3．日食・月食の観察から地球の公転について確かめる。
4．太陽系の天体の特徴を確かめる。

指導順序と解説内容 備考

1 観覧上の注意。 非常口の確認。

2
＜太陽系・銀河めぐり＞
地球を飛び出し、月や太陽、惑星をひとめぐりする。
太陽系の天体の特徴や太陽系外の宇宙について紹介。

3

＜星空解説＞
季節に応じた主な1等星や星座などを紹介。
北斗七星やカシオペア座から北極星を見つけ、北の方角を確か
める。

当日の神戸の星空。月や
惑星が見えるときには紹介
する。星座絵を使用。

4

＜四方位の星の動き（日周運動の観察）＞
日本（北半球）のある地点での東西南北の空における星の動きや
緯度を確かめることで、星が北極星を中心に動いていることを確
かめる。
また、赤道直下や南半球、北極での星の動きを知ることで、地球
の自転による見かけの動きを確かめる。

5
＜日食と月食＞
太陽、地球、月の位置関係で起こる現象について紹介する。
それぞれの公転距離の違いによって起こることに気付く。

6
＜すばる望遠鏡とTMT＞
宇宙初期の天体の成り立ちなどを解明していく、天体望遠鏡の
紹介。

最新の天文の話題を紹介。

7 プラネタリウムの退場の説明と忘れ物の注意。

学習指導要領 「第2分野 (6)地球と宇宙」
・天体の動きと地球の自転、公転 ・太陽系と恒星

投映時間：約50分
対象：中学生

ねらい



(3）昼食場所 「地下ホール」

団体の事前予約制食事場所としてお弁当を持ち込んでの利用ができます。(約300席)

(1)10:20-11:00

(2)11:05-11:45

(3)11:50-12:30

(4)12:35-13:15

(5)13:20-14:00

・予約時間枠はすべて40分間で入替制です。(下記予約時間枠を参照ください。)

・他の団体も同じ時間枠に利用がありますので、ゆずり合ってご利用ください。

・長いす1脚で3人掛け、1テーブル6人になるよう、間をあけずにご利用ください。

・使用後は、テーブル・いすを整頓し、ごみはお持ち帰りください。

(次の時間枠に、同じ席を別の団体が利用します)

・イベント・講演等で利用できない場合があります。(予約時にお問い合わせください。)

予約時間枠

<すべて40分間の入替制>

14

新館地下1階

※地下ホールでは、荷物置き場の利用ができます。

※地下ホール入口手前の「地下ロビー」は、一般開放用休憩・飲食スペースとして

開館中はいつでも時間を気にせずご利用できます。

(予約制ではなく一般開放用のため、ゆずり合ってご利用ください。)

当日申込制・先着順で、時間指定はありません。

ご利用時間中は、各団体様にて監視の方1名が必要です。

場所は前方のステージ上とステージ手前にあり、リュックサックでトータル500名分程

度を置けるスペースです。(区画を割り当ていたします。)

・

・

・



(4）滞在計画・予約内容の検討にあたって

 集合 12:40
 実験 12:50-13:20

 集合 11:00
 実験 11:10-11:40

 集合 09:40
 実験 09:50-10:20

平
日

土

日

祝

春

・

夏

休

み

○

○ ○

集合  9:40
投映 10:00-10:50

集合 10:55
投映 11:15-12:05

集合 12:10
投映 12:30-13:00

集合 13:10
投映 13:30-14:20

昼食会場
(地下ホール)
予約時間枠

団
体
予
約

13:00

14:00

団体向け
科学実験ショー

集合 14:25
投映 14:45-15:35

9:30

10:00

11:00

12:00

15:00

○ ○ ×

16:00

16:30

(1)10:20-11:00

(2)11:05-11:45

(3)11:50-12:30

(4)12:35-13:15

(5)13:20-14:00

[1]

[2]

[4]

[5]

[3] ×

一般番組

こども番組

○ ○

番組変更

○ × ×

×

○ ○ ×

×

×

投映 17:30-
(土日祝，春・夏休み)

投映 19:00-
(金土日祝，春・夏休み)

特別番組

一般番組

こども番組

星空
ヒーリング

[6]

[7]

[8]

投映 16:00-

プラネタリウム

集合時刻
投映時間

回
番組

[初期設定番組]

19:00

一般番組(平日)

特別番組(土日祝，春・夏休み)

一般番組
～
～

閉館時刻

月・火・木(祝日，春・夏休み以外)

※水曜は休館
(祝日の場合は翌平日，春・夏休みは無休)

閉館時刻

金・土・日・祝，春・夏休み

下記タイムスケジュールを参考の上、滞在時間やご見学内容をご検討下さい。

<おすすめ見学スケジュール> ※一例です。集合時刻のあるものは集合を含めて記載しています。

[1] 9:30 9:40-10:20        10:20-12:30        12:35-13:10 13:10-14:20

到着 → 科学実験ショー →  各展示室見学 →      昼食 →  プラネタリウム →  退館

[2] 9:30 9:40-10:50        11:00-11:40        11:50-12:30 12:30-14:30 

到着 → プラネタリウム →  科学実験ショー →      昼食 → 各展示室見学 →  退館

・プラネタリウムの番組は、下記の番組変更「○」の投映回に、先着順で最初の予約団体が、
こども番組・一般番組・学習番組(小4・小6・中学)へ番組変更することができます。

・「雨のみ」「晴れのみ」の予約の場合、プラネタリウム・科学実験ショーの予約はできません。
・昼食場所・科学実験ショーの利用には「展示室」見学の予約が必要です。
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4． 団体予約の流れと申し込み方法

予約内容の事前検討

予約申し込み(電話)

予約確定

ご予約の際に下記項目をお伺いしますので、事前にご検討・ご準備下さい。

受付処理後、「ご予約確認書」をFAXします。FAXの受信をもって予約完了です。

万が一FAXが届いていない場合は、お手数ですが電話にてお問い合わせ下さい。

訂正がある場合・変更が出た場合はその都度ご連絡下さい。

(4)来館交通手段

<バスの場合> → 台数、種類(大型等) ※駐車場は当日先着順

(5)電話番号、FAX番号、申込者名、当日のご連絡先電話番号

＜申込締切＞ 来館2週間前

※FAXでは受け付けていません
※来館しての予約は可能です

(1)来館日、入館時刻、退館時刻

(2)来館人数、人数構成[大人、小・中・高生、幼児、引率教職員(学校団体)]

(3)ご見学内容：

1. 展示室見学 有・無

2. 予約制科学実験ショーの参加 有・無 ※小学生を含む団体のみ

<有の場合> → 希望時間帯

3. プラネタリウム見学 有・無

<有の場合> → 希望時間帯・希望番組

4. 団体昼食会場(地下ホール)予約 有・無

<有の場合> → 希望時間帯

＜ご予約に必要な項目＞

団体ご予約にあたっては15ページ「滞在計画・予約内容の検討にあたって」などをご参考の

上、滞在時間やご見学内容を事前にご検討いただき、お申し込みください。

(1)団体予約の流れ

(2)予約にあたっての注意事項
・

・

・

予約締切は来館2週間前です。2週間以内でやむをえず予約が必要な場合はご相談く

ださい。科学実験ショーをご予約の場合は、演目準備の都合上1か月前までにご予約く

ださい。

「雨天時のみ」「晴天時のみ」などの条件付きの予約の場合、プラネタリウム・科学実験

ショーの予約はできません。(昼食場所(地下ホール)の予約は可能です)

科学実験ショー・昼食場所(地下ホール)の利用には「展示室」見学の予約が必要です。

(「プラネタリウムのみ予約」の場合は予約できません)

16



5． 当日の流れとお願い事項

(1）到着後の流れ

バス来館の場合
科学館正面に停車し、降車してください。 (駐車場利用有・無、空車・満車にか
かわらず、停車可能です) 降車完了後、運転手の方へ駐車場をご案内します。
降車後は入口前の広場に集合してください。

公共交通機関・徒歩での来館の場合
入口前の広場に集合してください。

代表の方が入口横の事務室にて、団体名をおっしゃってください。
最終人数を確認の上、入館手続きを行います。

(お支払い、予約事項の諸連絡、パンフレット類配布、館内放送有無確認等)
※他の方は、入口前の広場で待機していただきます。

入館手続き・料金支払い

到着

スタッフによる館内注意事項等のオリエンテーションを約5分行います。
(場所は、入口前の広場または館内1階ロビー)

オリエンテーション

到着順にご案内するため、混雑時は
お待ちいただく場合があります

※

到着順にご案内するため、混雑時は
お待ちいただく場合があります

※

館内ご見学

17



ご来館いただく前に以下の事項をご確認ください。

また、引率の際にはこれらの事項をお守りいただきますようご指導をお願いします。

18

・

・

・

・

・

(2)館内でのお願い事項

プラネタリウムは一般のお客様と一緒にご覧いただく可能性がございます。投映中はお静か

にお願いいたします。

開始時刻の20分前にお手洗いを済ませて集合してください。

投映開始後のプラネタリウム内での撮影・録音はご遠慮ください。

座るお席は決まっています。スタッフが誘導いたしますが、引率の方もご協力をお願いいた

します。

人数が予約数より増えた場合は、必ず事前連絡をお願いいたします。

(当日の急な増員はお席をご用意できない可能性があります)

衝突・転倒などの防止のため、館内では走らないでください。

(他の団体や一般のお客様も見学をしています)

エスカレーターは手すりを持って、立ち止まって乗ってください。長い靴ひもや、ほどけた靴ひ

もは巻き込まれる恐れがあります。乗る前に必ずご確認ください。

エレベータは車椅子・ベビーカーを利用する方や体の不自由な方のために、必要時以外は

なるべくご利用をお控えください。

展示物は使い方をよく読んで、丁寧に扱ってください。

一部の展示(アトラクション)は、時間や人数の制限があります。詳細はお問い合わせ下さい。

【館内全般】

【プラネタリウムについて】

・

・

・

・

・
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お荷物は各自で持ってご見学ください。展示室内・ロビーなどには置くことはできません。

地下ホール内にある当日予約制の「荷物置き場」の利用ができます。

（当日申込制・先着順・時間指定なし、各団体にて監視の方1名が必要)

雨天時は長い傘は団体ごとにまとめてお預かりします。折りたたみ傘は各自でお持ちください。

本館1階にベビーカー置き場、コインロッカー(100円・返却式)があります。

展示物故障の防止や衛生面での理由から科学館内・プラネタリウムドーム内では指定の

場所以外飲食禁止です。アメやガムもご遠慮ください。

ご飲食には新館地下ロビー・地下ホール（団体専用・予約制）がご利用いただけます。

飲み物は１階ロビーでもお飲みいただけます。

館内（新館地下、本館１階から３階）にウォータークーラーを設置しています。

【持ち物について】

・

・

・

・

【ご飲食について】

・

・

・

・



6．よくある質問 (Q&A)

何日前に申し込めばいいですか？
ご利用日の2週間前までにご連絡ください。（団体向け科学実験ショーの予約をご希
望の場合はご利用日の1カ月前まで）

下見はできますか？
できます。下記条件でご予約1件につき1回のみ無料で下見ができます。
（学校団体：人数制限なし、学校団体以外：2人まで）

閉館30分前までに1階事務室で受け付けます。予約は不要ですが、開館日のみ下
見可能ですので事前に開館状況をご確認下さい。

見学には何時間ぐらいかかりますか？
ご利用の仕方によりますが、展示室見学は約2時間です。プラネタリウム見学は、集
合や入退出の時間があるため投映時間プラス約25分必要です。

集合場所はありますか？
1階ロビーをご利用ください。

館内放送はできますか？
できます。ご来館当日、入館手続きの際にお申し付けください。
（以降も1階受付にて都度、うけたまわります。）

荷物は預かってもらえますか？
お預かりはできません。お荷物は各自でお持ちいただいていますが、地下ホール内に
ある当日予約制の「荷物置き場」が利用できます。
(当日申込制・先着順・時間指定なし、各団体にて監視の方1名が必要)

昼食をとる場所はありますか？
はい。館内に2か所あります。団体専用・事前予約制の「地下ホール」、一般開放の
「地下ロビー」です。(詳細は14ページをご覧ください)

再入館できますか？
できます。受付へ団体名をお伝えの上、まとまって退館・再入館してください。

バスの駐車場はありますか？
あります。当日先着順で大型バス9台まで駐車できます。

20

Ｑ1.
Ａ1.

Ｑ2.
Ａ2.

Ｑ3.
Ａ3.

Ｑ4.
Ａ4.

Ｑ5.
Ａ5.

Ｑ6.
Ａ6.

Ｑ7.
Ａ7.

Ｑ8.
Ａ8.

Ｑ9.
Ａ9.






