団体予約について
団体割引料金の適用について
1. 団体割引料金は利用人数が 20 名様以上に適用します（3 歳以下・添乗員・乗務員を除く）。
（当日 19 名様以下になる場合はグループ扱いとなり個人料金となります。）
※19 名様以下のグループの方でマイクロバス等をご利用の方は、事前に駐車場利用申込書によるご予約が必要です。

２. 学校団体(小学校～高校まで)と保育園・幼稚園は、19 名様以下でも団体としてご予約できます。
3. 他の割引との併用はできません。

入館料・駐車料

おとな：18 歳以上

入館券

プラネタリウム券

(展示場のみ)

(展示場+プラネタリウム)

おとな

500円

1,000円

こども

250円

500円

おとな

400円

800円

こども

200円

400円

区分
個人料金

団体料金

こども：4 歳～高校生(3 歳以下無料)

障害者手帳(身体障害・療育・精神障害)をお持ちの方は無料
受給者証は不可

障害者
(特別支援学校・福祉施設等)

障害者手帳をお持ちの方と同数まで無料

付添者(介助者)

※付添者（介助者）が「障害者手帳」をお持ちの方よりも多い場合は、

超過人数分の料金をいただきます。

教職員
無料 (学校団体でご来館のみ)

(保育園・幼稚園・小学校～高校
までの学校団体)

バス駐車料金
乗用車駐車料金
※予約不可

大型／2,000円 中型・マイクロ／1,000円
平日／無料
土日祝・および春休み、ゴールデンウィーク、夏休みなど／500円

開館日・開館時間等について
ご予約前に必ず当館ホームページの開館情報をご確認ください。
開館時刻

９：５０～１７：００（入館は１６：３０まで）

※ゴールデンウィーク・お盆期間は開館時間が変更となります。

1 月・2 月／9:50～16:00(入館は 15:30 まで)
休館日

毎週月曜日(祝日の場合は翌日)・年末年始・臨時休館あり

臨時休館

プラネタリウムの番組入れ替えや保守点検のため、臨時休館がございます。
※臨時休館、展示のみ開館のご案内は、当館ホームページでご確認いただけます。

下見について
展示場・プラネタリウム・休憩室などを事前にご見学いただけます。下見当日は館内自由見学となります。
ご希望の方は当館ホームページからご予約ください。
下見の日時・人数・代表者・ご連絡先など必要事項をご入力ください。

予約方法
団体で来館される場合には、事前に当館の団体利用申込書によるご予約が必要です。

天候にかかわらずご来館の場合
晴天時と雨天時で見学時間や内容が異なる場合を含みます。

→

ご来館日の 6ヵ月前 からご予約開始
～前日12:00予約受付終了
（予約受付終了の日が休館日の場合はその前日）
【例】天候にかかわらずご来館で2022年12月15日に予約したい ⇒
2022年6月15日予約開始、2022年12月14日12:00予約受付終了

天候により当日の来館が取り止めになる場合

→

晴天時、雨天時どちらかのみ来館の場合

ご来館日の 1週間前 からご予約開始
～前日12:00予約受付終了
（予約受付終了の日が休館日の場合はその前日）

予約の流れ

予約

確認
→

必要事項を団体利用申込書に
ご記入のうえ、FAXまたは郵送で
お送りください。

予約完了

→

申込書が届き次第、
代表者様へ確認のご連絡を
させていただきます。

▶仮予約や電話での予約受付は行っておりません。
▶休館中のご見学・お問い合わせは出来ませんのでご了承ください。
▶特別支援学校・福祉施設等で「障害者手帳(身体障害・療育・精神障害)」をお持ちの方は、
団体利用申込書の他に、入館料免除申請書をお送りください。
入館料免除申請書の提出により、ご来館当日の「障害者手帳」のご提示は不要となります。
▶合同で来館される際は、各団体、及び学校ごとに申込書をお送りください。

予約内容変更・キャンセル等
予約内容の変更・キャンセル等は、事前にご連絡ください。

TEL： ０２９－８５８－１１００

天候により当日の来館が取り止めになった場合は、当日 9:00～9:30 までにご連絡ください。

ご来館当日
▸受付(入館手続き)
〇正面入口からご入館ください。
〇受付は館内インフォメーションにて行います。受付にはお時間がかかりますので遅れないようお越しください。

〇受付終了後、団体用の当日チケットをお渡しいたします。

❷

➊
到着したら、1階
インフォメーションに
お越しください。

→

団体名・人数・
バス台数等の確認を
行います。

➌
→

入館料金・バスの
駐車料金など一括で
精算を行います。

→

➍
自由見学となります。

▸プラネタリウム見学当日のご案内
〇上映開始時刻の 10 分前までにプラネタリウムホール入口にお集まりください。
〇安全上の理由により上映中（約 40 分間）の入退場はできません。お手洗いは上映前にお済ませください。

館内設備・サービスについて
設備・サービス
〇ご希望により「館内放送」をご利用いただけます。
〇下記の設備がございます。
・車いす、ベビーカー(無料)
・授乳室

※数に限りがございます。(事前予約不可)

・エレベーター

・コインロッカー

休憩室

リンク：

休憩・飲食

〇昼食場所としてご利用いただけます。(３室／総座席数 約 250 席)
〇団体利用申込書の希望時間に✓を記入しご予約ください。
〇ご利用時間は原則 30 分です。利用時間が決まっております。
次に他の団体様が利用する場合がございますので、利用時間はお守りください。
〈利用時間設定〉
①１１：００～11：30

②１１：４０～12：１０

③12：20～12：50

④13：00～13：30

⑤13：40～14：10

※混雑時にはご希望に添えないことがございます。
※場所の指定はできません。使用場所は当日受付時にお伝えします。
※貸し切りではございません。他の団体様と相室になることもございます。予めご了承ください。

サイエンスミュージアムショップ

リンク： サイエンスミュージアムショップ

つくばエキスポセンターオリジナルグッズのほかに、宇宙食・実験キット・星座グッズなど科学館ならではの商品を
数多く取り揃えております。つくばエキスポセンターに来館した記念やお友達のプレゼントにぜひご活用ください。
▶ご利用について
人数が多い場合は、会計時に混雑します。時間に余裕をもってご利用ください。
※グループに分かれてのご利用をお勧めします。

ワークシート
学習効果を高めるためのクイズラリーと調べ学習用をご用意しております。ぜひご活用ください。
▶問題用紙・解答を下記よりダウンロードしてご利用ください。※筆記用具をご持参ください。
▶当日の配布は行っておりません。
ワークシート A

幼児～小学校低学年(クイズラリー)

問題用紙

/ 解答用紙

ワークシート B

小学生～(クイズラリー)

問題用紙

/ 解答用紙

ワークシート C

中学生～(クイズラリー)

問題用紙

/ 解答用紙

ワークシート D

高校生～(調べ学習用)

レポート用紙

※ワークシート D は調べ学習用のため解答用紙はありません。

プラネタリウムについて①
プラネタリウムを予約する場合
〇上映開始時刻の 20 分前までに当館に到着できるようご計画ください。
上映開始時刻の 10 分前に入場が始まります。万が一、当日ご到着が遅れた場合はご見学いただけません。
〇上映回やご予約日によって事前予約数に限りがございます。(ホール定員 210 名)
※感染対策の状況により、予約数は変更になる場合がございます。
平日 10:20(団体専用枠)

… 事前予約 210 席まで可能

平日 10:20 以外

… 事前予約 150 席まで可能

土日祝及び長期休暇（ゴールデンウィーク、夏休みなど） … 事前予約 50 席まで可能
〇全ての番組が他の団体様と合同での上映になる場合があります。予めご了承ください。
〇座席の指定はできません。
〇車いすでもご見学いただけるスペースがございます。
最前列での観覧となりますので、他の方と離れた席になることがあります。
（人数が多い場合には座席へお掛けいただく場合がございます。）
〇特別な配慮が必要とされる方がいらっしゃる場合は、事前にご相談ください。
〇ホール内でのご飲食・写真撮影はできません。
〇全ての番組に日本語補聴補助(イヤホン・タイループ)の貸出があります(事前予約不可)。
数に限りがございますので、予めご了承ください。
〇臨時に上映番組を変更する場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
そのほか注意事項は当館ホームページをご確認ください。

リンク： プラネタリウムをご覧になる方へ

プラネタリウムについて②
上映スケジュール ※上映時間約 40 分

平日

土日祝

10:20

11:30

13:30

14:40

団体専用枠

星空解説番組

オリジナル

特別番組

10:20

11:30

13:30

14:40

こども番組

星空解説番組

こども番組

星空解説番組

15:50
オリジナル
または特別番組

上映スケジュールは日程によって上記とは異なる場合がございます。
ご来館当日の上映スケジュールはホームページをご確認ください。
団体専用枠について
平日 10：20 に限り団体専用枠を設けております。
番組は下記よりお選びいただけます。
複数の団体様の予約が入っている場合は、先にご予約いただいた団体様の希望番組を優先させていただきます。
▸星空解説番組(幼児～大人向け)
…星の探し方や季節ごとの星座・神話をスタッフが生解説で分かりやすくご紹介します。
▸オリジナル番組(小学生～大人向け)
…当館オリジナルストーリーをお楽しみいただけます。
▸学習番組(小学生～中学生向け)
…夏・冬の星座、星の動き、月の満ち欠けなど、教科書で扱う内容に沿った番組を構成し、
スタッフが解説します。課外学習にご活用ください。
▸こども番組（こども向け）
…ご来館される月に上映中のこども番組をお選びいただけます。
小さなお子様でも楽しめる家族向けの番組です。
▸特別番組（小学生～大人向け）※番組によって対象年齢が異なる場合がございます。
…ご来館される月に上映中の特別番組をお選びいただけます。
期間限定で話題の番組を上映します。

平日 11：30 星空解説番組について
団体様より希望がある場合、学習要素を追加することができます。内容によっては追加できない場合が
ありますのでご了承ください。追加できる学習要素については団体予約時にご相談ください。

団体特別プログラムについて
団体特別プログラムを予約する場合
〇天候にかかわらずご来館の団体で、科学教室、サイエンスショー、3D シアターのいずれか１つご予約いただけます。
〇ご来館日の 2 週間前までにご予約ください。お受けできる件数に限りがございます。
状況により予約できない場合がございますので、予めご了承ください。
〇土日祝及び長期休暇（春休み、、夏休みなど）には実施しておりません。
〇開始時刻の 20 分前までに当館に到着できるようご計画ください。
〇万が一、当日ご到着が遅れた場合は実施できません。
〇団体特別プラグラムについての詳細はこちらをご確認の上、お申し込みください。

身近な材料やキットを利用して、簡単な工作を行います。
費用／１００円～(１名様あたり) 所要時間／約３０～６０分
時間／10:00～ 10:30～ 11:00～ 13:30～ 14:00～
〈実施例〉

科学教室

「光るスライム」(200円／幼児～小学校低学年)
暗いところで光るスライムをつくります。

「ビー玉万華鏡」(200円／小学校中学年～)
ビー玉をレンズにして色々な模様が見える万華鏡をつくります。
※費用は材料の調達状況により変更する場合があります。

身近な科学や先端科学を「あっ！」と驚く実験で紹介します。
費用／無料 ※「超低温の世界」のみ有料(2,000円) 所要時間／約２０分
時間／10:00～ 10:30～ 11:00～ 11:30～ 13:00～ 13:30～ 14:00～
〈実施例〉

サイエンス
ショー

「シャボン玉」(幼児～小学校低学年向け)
シャボン玉はどうして丸いの？
虹色に輝くシャボン玉の秘密や不思議を分かりやすく実験します。

「身近な気体」(小学校中学年～)
身の回りの気体は一体何からできているのでしょう？気体の種類や特徴を実験します。

「超低温の世界」(小学校高学年～)
とても冷たい世界では何が起きているのでしょうか？
液体窒素を使って実験します。

立体映像で驚きの世界へ。3Dメガネをかけて、上映を楽しもう。

3Dシアター

費用／無料

所要時間／約20分

内容／団体特別プログラム申込書参照

時間／➀10:00～ ②10:30～ ➂11:30～

予約方法
団体利用申込書の他に、団体特別プログラム申込書を FAX または郵送でお送りください。
団体特別プログラム申込書にご希望の団体向け特別プログラム・参加人数を記入し、
ご来館日の 2 週間前までにご予約ください。

FAX： ０２９－８５８－１６７８(団体受付専用)

※キャンセルは受け付けておりません。大幅な人数変更は事前にご連絡ください。

