
科学館マスコット
キャラクター 

アサラ

白川公園駐車場（有料）

若宮大通公園
白川前駐車場（有料） 若宮パーク

（有料）

種類

観覧券
（当日1回）

定期観覧券
（1年間有効）

区分
一般

※中学生以下は無料です。※大学生・高校生は学生証が必要です。※特別展など別料金が必要な場合があります。

800円 400円
200円

1,600円
800円

500円

3,200円
2,000円

20名から（有料30名以上1割引・100名以上2割引）
高大生

一般
高大生

団体

展示室とプラネタリウム 展示室のみ

※1名様 当日限り有効（両館を同一日に利用）
※共通観覧券では特別展・プラネタリウムは観覧できません。

市科学館・市美術館 共通観覧券 一 般 500円

（芸術と科学の杜・　　　　　）

●地下鉄東山線・鶴舞線「伏見」下車、4・5番出口から徒歩5分
●市バス「広小路伏見」下車徒歩5分
●名鉄バス「白川公園前」下車徒歩5分

4・5番出口（地下鉄伏見）

28.04.01

芸術と科学の杜
白川公園内

ビッグスケールの迫力で体感する
各種展示をお楽しみください。

ギネス世界記録に認定された世界
最大内径35mのプラネタリウムドーム。

■竜巻ラボ（理工館3・4階）
3本の柱から横方向の風で回転
流をつくり、上方より空気を吸
い上げることで発生する高さ
9mの巨大な竜巻を観察し、自
然界のエネルギーを体感します。

■極寒ラボ（理工館5階）
マイナス３０℃の極低温空
間で全天周オーロラ映像を
観察したり、南極の氷にタッ
チしたりするなど、極地を疑
似体験します。（要 整理券）

2016.4～2017.3

■観覧時間
■観 覧 料

午前9時30分～午後5時（入館は午後4時30分まで）

TEL.052-231-9771（団体受付用）

広　告

■休 館 日 毎週月曜日（祝日の場合は直後の平日、5/2、8/15は特別開館）
毎月第3金曜日（祝日の場合は第4金曜日、8/19は特別開館）
年末年始（12/29～1/3）　5/10、9/6、9/7 は臨時休館　

■放電ラボ（理工館4階）
2基の大型コイルから発生す
る120万ボルトの放電により、
ダイナミックな電気エネル
ギーを体感します。（春・夏・冬
休み/土・日・祝日 要整理券）

プラネタリウム

※ブラザー工業株式会社は名古屋市のネーミングライツ・パートナーです。



※上記スケジュールは変更になる場合がございます。

※上記スケジュールは変更になる場合がございます。

生命ラボ 極寒ラボ

サイエンスステージ

放電
ラボ

竜巻
ラボ

水の
ひろば

地球工房

プラネタリウムドーム

さあ、体感してみよう！ 不思議と驚きの連続!!
みたことのない科学の世界がここにあります。

（催事の時使用）

（催事の時使用）（催事の時使用）

※プラネタリウムドームへは、理工館のエスカレータ・エレベータ・階段をご利用下さい。
※生命館6階と理工館6階の間は通行できません。1～5階の連絡通路をご利用下さい。

展示更新工事中

出入口

（催事の時使用） （催事の時使用）

お申し出ください。

投影開始時間
（投影時間約50分）

日曜日・祝日
夏休み 

土曜日
春・冬休み

※

10：00 11：20 12：40 14：00 15：20

一般投影

一般投影

一般投影

一般投影

一般投影

一般投影 一般投影

ファミリー
アワー

ファミリー
アワー

ファミリー
アワー

学習投影/
一般投影

※
学習投影/
一般投影

※
学習投影/
一般投影

一般投影 一般投影

一般投影 一般投影

一般投影

16：40

平　　　　日

創造のひろば

■プラネタリウムのごあんない 投影内容は基本パターンです。都合により内容変更や休演の場合がありますのでご了承下さい。

科学館マスコットキャラクター 

アサラ ㋐-アストロ（宇宙） 
㋚-サイエンス（科学） 
㋶-ライフ（生命）

●詳しくは、当館ホームページの「投影スケジュール」をご確認、またはお問い合わせ下さい。
●一般投影のテーマは月替わりです。投影テーマについて詳しくは、プラネタリウム年間ガイドをご覧下さい。
●ファミリーアワーは、幼児から小学校低学年のお子様連れのご家族に楽しんでいただけるプログラムです。初めてプラネタリウムをご覧になる方にもお楽しみいただけます。
●9月8日、9日は開館しておりますが、プラネタリウムは休演です。
●定員の一部に団体（学校団体も含む）が入ることがあります。
※平日の10：00の回、１１：2０の回、１２：4０の回については、時期により学校団体向けの学習投影を行います。
　学習投影は、一般の方はご覧いただけませんのでご了承下さい。

※春休み：2016/4/1～4/5、2017/3/25～3/31 夏休み：2016/7/21～8/31 冬休み：2016/12/23～2017/1/6

マプサウルス（生命館2階）

生命ラボ（生命館5階）

サイエンスステージ（天文館4階）

都市パノラマ（理工館3階）

プラネタリウムドーム
ギネス認定書

（オムツ替えができます）

生命ラボ（生命館5階）
（約20分間）

都市パノラマ（理工館3階）
（約10分間）

竜巻ラボ（理工館3階）
（約15分間）

サイエンスステージ
（天文館4階）
（20分～30分間）

生命ラボ（生命館5階）
（約20分間）

都市パノラマ（理工館3階）
（約10分間）

竜巻ラボ（理工館3階）
（約15分間）

サイエンスステージ
（天文館4階）
（20分～30分間）

ご自由にお集まり下さい

ご自由にお集まり下さい

10分前に開場、先着順（9組18名）

10分前に開場、先着順（9組18名）

場   所 開始時間 参加方法

場   所 開始時間

〈平日〉

〈土･日･祝日・8/12（金）・8/15（月）〉 

参加方法

要 整理券

要 整理券 整理券不要

春・夏・冬休みの平日 通常の平日

【配布場所】極寒ラボ横

極寒ラボ
（理工館5階）
（約20分間）

定員各回20名

放電ラボ
（理工館4階）
（約20分間）

定員各回60名

極寒ラボ
（理工館5階）
（約20分間）

定員各回20名

放電ラボ
（理工館4階）
（約20分間）

定員各回60名

■実演実験

要 整理券

  9：30から配布します

12：30から配布します

14：30から配布します

【配布場所】極寒ラボ横

要 整理券

  9：30から配布します

13：00から配布します

15：00から配布します
【配布場所】

4階サイエンスステージ北側通路

10：00 10：30 11：00 11：30

13：30 14：00 14：30 15：00

15：30 16：00 16：30                                                                                       

実演中は入退場できません

10：00    11：00    13：00

14：30    16：00                                                                                                                                                                                                                                               

実演中は入退場できません

11：00    12：00    14：00

10：30    12：30    15：00

11：30    13：30    15：30

14：00

10：00 10：30 11：00 11：30

13：00 13：30 14：00 14：30

15：00 15：30 16：00 16：30

実演中は入退場できません

10：00  11：00  12：00

13：30  14：30                                                                                                                                           

15：30  16：30                                                                                                                                         

実演中は入退場できません

11：00 13：00 14：00 15：00
16：00

10：30 11：30 14：30 15：30

11：00 12：00 14：00 15：00

11：00   15：00                                                                              

通り抜けできません通り抜けできません

（ホワイエ） （ロビー）
× ×

× ×

通り抜けできません通り抜けできません

9：30から配布します

13：00から配布します

15：00から配布します

9：30から配布します

14：00から配布します

【配布場所】4階サイ
エンスステージ北側通路

9：30から配布します

13：00から配布します

放電ラボ入口前に
整列してお待ち下さい
（先着順）


