
平成 31年 4月 2日 

 かわさき宙と緑の科学館 

 

かわさき宙と緑の科学館プラネタリウム一般団体予約について（ご案内） 

 

かわさき宙と緑の科学館では、一般投影及び子ども向け投影の「一般団体予約」ができます。 

※学校団体は「学校団体利用」のページをご覧ください。 

 

１．予約できる団体 

プラネタリウム観覧者が 20名以上の団体とします。 

※１投影回の団体予約枠は原則として 60名までです。60名を超える場合は、ご相談ください。 

 

２．予約できるプラネタリウム投影 

 曜日・期間 時  間 備 考 

平日（火～金） ― ― ― 
15:00 

一般投影 

※春・夏・冬休

み期間を除く 

春・夏・冬休み期間 

平日（火～金） 

1日4回投影 

10:30 

子ども向け投影 

12:00 

一般投影 

13:30 

子ども向け投影 

15:00 

一般投影 
注１ 

土・日・祝 

1日5回投影 

10:30 

 

一般投影 

12:00 

子ども向け 

投影 

13:00 

 

一般投影 

14:30 

子ども向け 

投影 

15:30 

一般投影 
（フュージョン投影） 

※フュージョン

投影は、第２

と第４日曜日 

 

○「ベビー＆キッズアワー」…乳幼児(4歳くらいまで)のお子さんと保護者の方が対象の投影 

  実施日 ： 毎月第 1木曜日・第 3水曜日  10：30～ 11:30～ 

○「星空ゆうゆう散歩」…奇数月は河原郁夫氏、偶数月は館職員による中学生以上対象の投影 

  実施日 ： 毎月第 3木曜日  13：30～（8月を除く） 

もご予約が可能です。（対象者に制限があります） 

 

注１）春・夏・冬休み期間の平日(1日 4回投影)は、以下の通りです。 

春休み期間①：平成 31年 4月 2日(火)～4月 4日(木) 

夏休み期間 ：令和元年 7月 23日(火)～8月 23日(金)※土日祝・休館日を除く 

冬休み期間 ：令和元年 12月 24日(火)～12月 27日(金) 

春休み期間②：令和 2年 3月 24日(木)～3月 31日(火) ※土日祝・休館日を除く 

※ 詳細はお問い合わせください。 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

※ 休館日 毎週月曜日（祝日の場合は開館）  祝日の翌日（土曜・日曜・祝日の場合は開館）・年末年始 

※ 令和元年 5月 8日(水)は館内整備のため臨時休館となります。 

※ 令和元年 9月 3日(火)～6日(金)、令和 2年 3月 3日（火）～3月 6日（金）はメンテナンスのためプラネタ

リウムは休止します。⇒ （展示室は通常通り開館いたします） 

 

３．予約受付期間 観覧予定日の 3か月前の同一日から、7日前までとします。 

※ 例：10月 8日の予約を希望 → 7月 8日から受付開始、  11月 30日の予約を希望 → 8月 30日から受付開始 

 



４．予約方法 

①予約受付期間内に、電話で仮予約をしてください。 

②「プラネタリウム観覧団体予約申込書(第 1号様式)」(以下「申込書」)に必要事項を記入し、電話申込をされ

た日から 1週間以内に、FAX・郵便等でかわさき宙と緑の科学館にお送りください。 

※「申込書」はホームページよりダウンロードできます。 

③かわさき宙と緑の科学館より、予約番号を記入した「プラネタリウム観覧団体予約確認書」(以下「確認書」)

を FAXで返信致します。郵便で返送希望の場合、返信用切手も同封してください。 

④当日は、投影開始時間の60分前（午前 10時 30分の投影の場合は 45分前）までに、「確認書」及び「一般・中

学生以下」以外の観覧料に係る証明書類（写し）を受付に提示し、観覧券を購入・入手してください。 

※有料券販売代金についてはレシートを発行しますが、領収証が必要な場合は、申込書の領収欄にチェックを

入れて申し込みしてください。 

⑤上記の時間までに観覧券の購入・入手をされない場合は予約を取り消させていただきます。 交通事情で到着が

遅れる場合は、投影開始 60分前までに電話でご連絡ください。 また、ご連絡をいただいた場合でも投影開始

時間に間に合わない場合は観覧できません。 

 

５．観覧料（団体割引）について  

団体予約をお受けした場合でも、有料観覧者が 20名に達しない場合には、観覧料団体割引料金は適用されません。

通常観覧料でのお支払いとなります。 

 

例 1： 総数 30名   中学生以下（無料） 15名 

｝合計 6,000円 

一  般       15名 （400円×15名＝6,000円） 

   ⇒ 中学生以下 15名が無料となり、有料観覧者が 20名に達していないため。 

 

例 2： 総数 30名   高 校 生    15名 （160円×15名＝2,400円） 

｝合計 7,200円 

一  般      15名 （320円×15名＝4,800円） 

   ⇒ 有料観覧者が 30名となるため。 

 

６．予約変更及び取り消しについて 

①予約変更あるいは取り消しを希望される場合は、事前に電話にてご連絡ください。 

②人数の減少により、総人数が 20人を下回る場合、予約は取り消させていただきます。 

③人数の増員により、予約総定員を超える場合は、要調整とさせていただきます。 

 

７．その他 

①当日は、投影開始時間 15分前に入場開始のアナウンスがあります。余裕をもって入場してください。 

 ※全席自由席の為、まとまった座席が取れない場合がございますのでご了承ください。 

②この「案内」につきましては変更となる場合がありますので、ご予約の際は、かわさき宙と緑の科学館 ホーム

ページから最新の案内と様式をダウンロードしてご利用していただくようお願い致します。 

③ご不明な点等ございましたら、かわさき宙と緑の科学館 予約担当までお問い合わせください。 

 

かわさき宙と緑の科学館  予約担当 

TEL：０４４－９２２－４７３１ 

FAX：０４４－９３４－８６５９ 

〒２１４－００３２  川崎市多摩区枡形７－１－２ 

 

★「プラネタリウム観覧団体予約申込書(第 1号様式)」(以下「申込書」)は、次ページにあります。 



提出日
                                                                           

投影時間

投影内容

（フリガナ）

区

電話 責任者名

FAX 担当者名

人　数

人

人

人 人

人

人

人

人

人

人

車椅子 台

領収証 □ 要

備考

※上記太線枠内にご記入ください

かわさき宙と緑の科学館記入欄

受付 担当 管理 係長 館長

予約番号

連絡先

料　　金券　　種

通常400円　団体320円

通常200円　団体160円（要証明書）

円

障害者・療育手帳保持者

上記の介護者

その他減免証明書保持者

無料

（要該当する手帳等の原本か写し）

中学生以下

免除

無料

料　金
有料観覧者数

合計
（20名を超える時は団

体料金を適用）

65歳以上（市内）

合　　　計

ＴＥＬ．  ０４４－９２２－４７３１
ＦＡＸ．  ０４４－９３４－８６５９

プラネタリウム観覧団体予約確認書
年       　　   月  　　        日  （        ）

上記の通り、予約の申込を受け付けました。

＜注意事項＞
*予約の変更及び取り消しについては、電話かFAXにて必ず事前に連絡してください。
*観覧当日は、投影開始時間の60分前（午前10時30分の投影は45分前）までに、予約確認書及び「一般・中学生以下」以外の観覧料に係る証明書類（写し）を
  受付に提示し、観覧券を購入・入手してください。
*人数の減少については、20人を下回る場合、予約の取り消しとなります。また、人数の増員については、予約定員数（60人）を超える場合はお受けできません。

かわさき宙と緑の科学館  予約担当

当日連絡先（携帯電話）

※障害等（※4）で介護については、介護の方（原則として1人）は観覧料が免除となります。
   発券の際には障害者手帳・ 療育手帳等の提示（ 写し可） が必要です。 
※市内在住の65歳以上の方は福寿手帳、高校生・大学生は学生証、市外在住の65歳以上の方は、該当券種の発券に際して年齢を証明するものの提示（写し
   可） が必要です。 

特記事項
要介護者搬送車乗入希望 台 中型車以上不可、駐車は1台のみ、他は

下車後、東口駐車場に回送して下さい。

通常は、レシートを発行します。収納事務委託者名・押印の領収書が必要な場合は、左欄にチェックしてください。

観覧人数

一    般

65歳以上（市外）

高校・大学生 通常200円　団体160円（要証明書）

無料

無料（要証明書）

無料（要証明書）

第1号様式 令和           年           月           日

かわさき宙と緑の科学館プラネタリウム観覧団体予約申込書

令和             年             月             日  （          曜日） ：

円

円

円

□ 子ども　　　□一般　　　□フュージョン投影　　　□ベビー＆キッズアワー　　　□ゆうゆう散歩
（レ点でチェックしてください）

観覧日時

団体の
名称

住所

（〒          ―               ）                              県・都                            　　　　市

連絡先
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