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 団体（20名様以上）で来館される場合は、事前のお申込みが必要です。
※学校・幼稚園・保育所団体は人数に関わらず予約を受け付けております。

 ご利用日の6ヶ月前から前日まで、雨天または晴天時のみはご利用日の9日前から前日ま
で先着順に受け付けております。

※雨天、または晴天時のみご利用の場合は、駐車場、昼食場所のみご予約ができます。
※近隣の学校をのぞきます。

 県内学校学習利用料金減免申請書・県外学校/一般団体利用申込書をホームページよりダ
ウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、FAXでお送りください。予約が定員
に達してしまっている場合は、こちらからお電話させていただきます。

ご不明な点はお電話にてお問合わせください。
※ プラネタリウム、昼食利用、バス駐車場も予約制

です。一部予約可能期間が異なります。

○●○お問合せ先○●○
山梨県立科学館 団体専用窓口

電話：055-254-8157
FAX:：055-254-8159

受付時間 9:30～17:00（開館日のみ）

ご予約はFAX先着順となり、記載内容をこ
ちらで確認させていただきます。
※ 処理には数日お時間をいただく場合がございます。

予約が定員に達してしまっている場合は科学館か
らお電話させていただきます。

また、記載内容に不備がありますとご予約の確
保ができなくなります。
お電話にて確認後のご予約となりますので記載
には十分ご注意ください。

≪キャンセル規定≫
お申込み内容の変更やキャンセルがありま
したら、お早めにご連絡ください。
キャンセル料等はかかりません。
雨天のみ/晴天のみは、当日の9:30～ご利
用時間の1時間前までに、ご利用の有無を
必ずご連絡ください。

その他
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お申込みについて１

ご予約の流れ

必要事項をご記入の上

県内学校学習利用料金減免申請書

県外学校/一般団体利用申込書

をFAXでお送りください。

※ 平日イベントは別途予約票をホームページよりダウン
ロードしていただき、必要事項をご記入の上、FAXで
お送りください。

Step1

科学館で記載内容を確認後、

受領のFAXをお送りいたします。

Step２

FAXを受信していただいた時点で、

予約完了となります。

Step３



1. 開館時間

9：30～17：00 (※最終入館は16：30まで)

2. 休館日

・毎週第１～第３月曜日（第１～第３月曜日が祝日の場合は開館）

月曜祝日の場合はその翌日が休館。

・10月7日（月）、10月15日（火）は臨時開館日です。

・10月１日（火）、10月8日（火）は臨時休館日です。

・その他臨時休館や年末年始休館、および臨時開館をする場合があります。

※詳しくはホームページまたは科学館までお問い合わせください。

1. 利用料金

・入館料・観覧料・参加費の支払いは現金または銀行振り込みとなります。

・保護者、大学・専門学校、県外の利用は一般団体扱いです。

2. 団体割引の適用について

・団体料金は20名様以上に適用いたします。

※当日20名様未満になる場合は個人料金となります。

・他の割引との併用はできません。

・団体引率者の教職員、添乗員は入館・観覧料が無料となります。

※カメラマン、バス運転手、バスガイドは入館・観覧料が有料となります。

県内学校団体 入館料
プラネタリウム

学年別投影
プラネタリウム

一般投影

科学実験教室
科学工作教室

こどもクラフト

サイエンス
ショー

太陽の観察

平日利用 無料 無料 有料 有料 無料 無料

土日祝・
長期休暇期間中 無料 投影なし

※すべて一般投影
有料 有料

※予約不可

無料
※予約不可

受付なし

県外学校団体
一般団体

入館料
プラネタリウム

学年別投影
プラネタリウム

一般投影

科学実験教室
科学工作教室

こどもクラフト

サイエンス
ショー

太陽の観察

平日利用 有料 有料 有料 有料 無料 無料

土日祝・長期休暇
期間中利用 有料 投影なし

※すべて一般投影
有料 有料

※予約不可

無料
※予約不可

受付なし
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ご利用の案内２



・スペースシアター観覧料は入館料を含みません。スペースシアターのみご見学の場合も

入館料が必要となります。

・３歳未満のお子様でも、スペースシアターの座席を利用される場合は有料となります。

【入館料無料・減免になる方】※スペースシアター観覧料は必要です。

・土曜日とこどもの日は、小中高校生は入館無料です。

・65歳以上の方は入館無料です。（生年月日の証明できるものをお持ちください。）

・山梨県が制定する県民の日（11月20日）はすべての方の入館が無料です。

・障がい者手帳をお持ちの方は、ご提示で入館料のみ無料となります。

ご予約時にお伝えください。

＊65歳以上、障がい者の方が複数名いらっしゃる場合には、予約時に減免申請書を

提出していただくと当日の提示は必要ございません。

入館料 一般（大学生以上） 小・中・高校生 未就学児

個人 520円 220円 無料

団体
(20名以上) 420円 170円 無料

人数をお伝えください

スペースシアター
観覧料

一般（大学生以上）
3歳以上

小・中・高校生
3歳未満

個人 310円 120円 無料

団体
(20名以上) 310円 120円 無料

人数をお伝えください

1. 入館料・観覧料について

2. 割引の適用に関して

以下の方は入館料が割引となります。

・甲府駅発山梨交通バスご利用の方。

（バス内配布の乗車証明書をご提示ください。）

・山梨県内の宿泊施設にお泊りの方。

（領収書等の宿泊が証明できるものをご提示ください。）
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ご利用について３

団体入館料・スペースシアター観覧料に変更はございません。



1. 条件付きのご利用について

各プログラムについての、ご利用方法は以下の通りです。

・全天利用（天候に関係なくご利用する場合）

→プラネタリウム 、 科学実験・工作教室 、こどもクラフト、サイエンスショー、

天体観測室のご予約が可能です。

・晴れのみ利用・雨のみ利用

→展示室のみご利用できます。ただし、徒歩で来館される場合は全天利用と同じように

ご利用いただけます。

2. 当日の手続きについて

・代表者の方は、児童・生徒の入館前にB1サブインフォメーションにお越しください

・科学実験/工作教室・こどもクラフトの参加費、入館料、スペースシアター観覧料の

お支払い、当日の人数の確認、昼食場所の確認を行います。

手続きの間、児童・生徒はバスまたは館外で待機してください。

・当日、利用しない場合は9:30以降にご連絡ください。

3. 昼食場所について

・休憩室（多目的ホール・館内他空きスペースなど）※事前予約制 平日のみ

イベント開催のため、ご利用できない場合があります。

昼食スペースとしてご利用可能です。

イス・テーブルはございません。ブルーシートを敷いて場所を確保いたします。

団体予約の際に希望有無・希望時間欄を☑してください。

時間・・・11:00～、12:00～、13:00～ 1団体45分間。

なお、ご希望の時間でご予約いただけない場合がございます。

※ご利用時間を早めたり延長することはできません。

※ご利用料金は無料です。館内を見学される場合に限り予約が可能です。

4. その他

・インフォメーションや入口付近での 集合は、ご遠慮ください。

・集合等の館内放送は2Fメインインフォメーションで承ります。
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ご利用にあたって４



5. 館内について

①トイレについて

・トイレは、展示室中央とメインエントランス、スペースシアター横、サブエントランス

あそびの部屋（こどもトイレ）にあります。

・車いすなど、体の不自由な方も利用できるバリアフリーのトイレは、多目的ホール入口

メインエントランス、サブエントランスにあります。

②車いすでの利用について

館内にはエレベーターやスロープがあり、車いすでのご利用が可能です。また、入り口

のエスカレーターをご利用の際は、スタッフにお声掛けください。

6. 展示室について

①利用上の注意

事故やケガの恐れがありますので、館内では走らないように指導してください。

②スタッフのオペレーションが必要な展示物

7. 科学実験・工作教室

・内容によっては、先生方に工作や実験の補助をお願いすることがあります。

・なれない場所での教室のため、火傷や怪我、機器の破損など思わぬ事故が発生すること

があります。科学館スタッフの指示を守るように事前にご指導願います。

8. サイエンスショー

・科学実験をショー仕立てにしたもので、約25分間です。

・当日に場所が変更になる場合があります。

・利用人数や状況、内容によっては、他の学校と一緒にご覧いただく場合があります。

・メニューによっては、実施場所、時期が限定される場合があります。
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 プログラム予約共通事項

○ご予約はFAX先着順で承ります。
科学実験・工作教室、こどもクラフト、サイエンスショー、太陽の観察をご希望の際は、
別途予約票をホームページよりダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、
FAXでお送りください。
プラネタリウム、平日イベント共に、開始時刻の30分前までにはご到着いただけるよ
う、余裕をもったご利用時間の設定をお願いいたします。
（万が一遅れてしまいますとキャンセルとさせていただく場合がございます。）

 プラネタリウムについて ※学年別番組は、P.12～P.13をご覧ください。

○予約締切…ご利用日の2週間前まで
※雨天、または晴天時のみのご利用は、投影予定のある場合に限り、当日受付時に

十分な時間と空席があり、学年条件を満たしている場合のみご覧いただけます。

○定員160名（土日祝100名、長期休暇50名）※車いすをご利用のお客様は必ず

ご連絡ください。

○団体投影枠（星空解説+番組）

平日のみ（ 10:30、11:45、13:30 各約45分間）
予約順で番組を決定いたします。

同じ時間枠に離れた学年の団体がご予約いただくことはできません。
○一般投影もご予約いただけます。

（番組は随時変更しますのでホームページにてご確認ください。）
○学年別プラネタリウムの番組は、P.12～P.13をご覧ください。
○車いすをご利用の方は、車いすに乗ったままご覧いただける車いすスペース、または

車いすから席に移動してご覧いただけます。ご予約の際にご検討ください。

 科学実験教室/科学工作教室、こどもクラフトについて
※詳細については、P.14～P.17をご覧ください

○予約締切・・・ご利用日の2週間前まで ※平日各時間1団体のみ
○締切後の人数増は材料の準備上対応できかねます。人数減は当日まで承ります。
○ご予約いただいた人数内で、当日欠席の方の分は料金をお支払いいただければキット

や完成品をお渡しすることも可能です。
○未就学児を含む団体の場合は、時間内に作り終えられない可能性があります。

全員が作り終えられるよう、引率の先生、保護者の方のご協力をお願いいたします。

 サイエンス・ショーについて ※詳細については、P.16をご覧ください

○予約締切・・・ご利用日の2週間前まで ※平日各時間1団体のみ

○締切後の人数増は、100名を既に超えている場合は、エリアの確保が難しいため対応
できない場合があります。人数減は当日まで承ります。

 太陽の観察について ※詳細については、P. 18をご覧ください

○予約締切・・・ご利用日の2週間前まで
○締切後の人数増や時間変更は対応できない場合があります。人数減は当日まで承ります。

ご不明点は団体専用窓口 TEL:055-254-8157までお問い合わせください。
9

各種プログラムのご予約に関しての注意事項５



プラネタリウム 科学実験工作
サイエンス

ショー
こども

クラフト

展示室
月面歩行/
ひえひえ
ワールド

展示室
シャボン
カーテン

太陽の観察

定員 160名
80名

（一般向けは
30名）

50名/100名 20名
1名ずつ/

1回5名程度

3名程度/
1回

1回/20人程度
×3順

場所
2Fスペース
シアター

2F実験工作
室

1F展示室
/1F多目的

ホール

M2Fあそび
の部屋

1F展示室
※一般来館者も

利用します

1F展示室
※一般来館者も

利用します

R2F
天体観測室

時間 45分 30～45分 25分 30分 2分程度 3分程度 30分程度

9:30

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

10:00-10:25

14:00-14:25

11:00-11:30

13:00-13:30

11:00-11:45

13:00-13:45

11:20-11:50

10:30-11:15

11:45-12:30

13:30-14:15

16:00-16:45
※一般投影

 平日団体向けスケジュール

・プラネタリウム 13:50、15:00、16:10の回は一般向け番組です。学年別投影はありません。

・展示室「月面歩行」、「ひえひえワールド」、「シャボンカーテン」は一般来館者も利用します。

10:00-10:45
※一般向け

14:00-14:45
※一般向け

11:00-11:25
※一般向け

12:00-12:25
※一般向け

13:00-13:25
※一般向け

10:00-10:30
※一般向け

14:00-14:30
※一般向け

15:00-15:30
※一般向け
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館内スケジュール６

14:45-15:30
※一般投影

月面歩行
10:00-
10:45

月面歩行
15:00-
15:45

月面歩行
13:00-
13:45

ひえひえワールド

11:00-
11:45

ひえひえワールド

16:00-
16:30

ひえひえワールド

14:00-
14:45

9:30-10:45

11:00-
11:45

15:00-
15:45

14:00-
14:45

13:00-
13:45

16:00-
16:45

14:20-14:50

12:30-13:00



プラネタリウム 科学実験工作
サイエンス

ショー
こども

クラフト

展示室
月面歩行/
ひえひえ
ワールド

展示室
シャボン
カーテン

太陽の観察

定員
100名

※長期休暇中は
50名

80名
（一般向けは

30名）

50名 20名
1名ずつ/

1回5名程度

3名程度/
1回

―

場所
2Fスペース
シアター

2F実験工作
室

1F展示室
M2Fあそび

の部屋

1F展示室
※一般来館者も

利用します

1F展示室
※一般来館者も

利用します

R2F
天体観測室

時間 45分 30～45分 25分 30分 2分程度 3分程度 30分程度

9:30

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

10:00-10:25
※一般向け

14:00-14:25
※一般向け

11:00-11:30
※一般向け

13:00-13:30
※一般向け

11:00-11:45
※一般向け

13:00-13:45
※一般向け

10:30-11:15
※一般投影

11:45-12:30
※一般投影

13:30-14:15
※一般投影

14:45-15:30
※一般投影

16:00-16:45
※一般投影

10:00-10:45
※一般向け

14:00-14:45
※一般向け

11:00-11:25
※一般向け

12:00-12:25
※一般向け

13:00-13:25
※一般向け

10:00-10:30
※一般向け

14:00-14:30
※一般向け

15:00-15:30
※一般向け
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 土日祝館内スケジュール

・プラネタリウムは全て一般向け番組です。学年別投影はありません。

・科学実験、工作教室、こどもクラフト、サイエンスショー、太陽の観察は予約できません。

・展示室「月面歩行」、「ひえひえワールド」、「シャボンカーテン」は一般来館者も利用します。

月面歩行
10:00-
10:45

月面歩行
15:00-
15:45

月面歩行
13:00-
13:45

ひえひえワールド

11:00-
11:45

ひえひえワールド

16:00-
16:30

ひえひえワールド

14:00-
14:45

9:30-10:45

11:00-
11:45

15:00-
15:45

14:00-
14:45

13:00-
13:45

16:00-
16:45

14:20-14:50
※一般向け

11:20-11:50
※一般向け

12:30-13:00
※一般向け
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番組タイトル 内容 キーワード

だれがおひさま
かくしたの

お日様をかくしたのはだあ
れ？森の動物たちが、大がめ
のじい様と旅に出ます。

距離の概念
日食

★
しまじろうと
たんじょうびのおほ
しさま

しまじろうたちは天体観測に
来ました。すると空から何か
が地球に落ちてきました。そ
の正体はなんと彗星！
みんなでお誕生日の星座をめ
ぐる冒険に出発！

誕生日の星座

番組タイトル 内容 キーワード

太陽とふしぎなブドウ
ジュース

おじいさんにもらったぶどう
ジュースを飲んだ２人。目が
覚 めると、そこは宇宙船の中
でした！

かげふみ
太陽

フレア
プロミネンス

★
どんぐり森の

なかまたち

大きな町に住んでいるリスの
ともくん、あるとき屋根裏に
あったおじいちゃんの日記を
読むと、そこにはどんぐり森
に隠された宝の秘密が・・・
・・

季節の生き物
夏の大三角
星の動き

◆幼稚園 ・ 保育園生におすすめ

◆小学校低学年におすすめ

「プラネタリウムは、前半の職員による生の星空案内と、後半のドームに広がる映像番組で
構成されており、開始から終了までおよそ45分です。後半の番組は下記より選んでいただ
くことが出来ます。ご予約の際にはご指定下さい。
なお、同じ時間枠に他の団体が入っている場合には先に予約した団体が選定した番組をご覧
いただきます。 ※全番組には星空解説がつきます

学年別プラネタリウム投影について７

★・・・おすすめ番組



◆小学校高学年以上におすすめ

番組タイトル 内容 キーワード

★

月の光をあびて

科学館の天体観望会にやってき
たミノルは、そこに現れた月の
光の精と一緒に、月の満ち欠け
のしくみ、クレーターの名前の
由来、月のでき方などを学んで
いきます。

月の満ち欠け
月のでき方

月のクレーター

渡り鳥ミウの冒険

親鳥たちといっしょに日本へ向
けての最初の渡りに旅立った
白鳥のミウ。旅の途中で親鳥
たちとはぐれてしまいます。
そんな時、次々と出会った鳥た
ちに支えられながら、渡りの仕
組み、人と鳥との関わりなどに
ついて知っていきます。

鳥の種類による
渡り方の違い

鳥の星座
鳥と人間との

関わり

★
信玄が見た星空

武田信玄の時代に起きた天文現
象を丁寧に検証しながら、信玄
たちが見上げていた星空を
再現。信玄を始めとする登場人
物を、美しい「切り絵」で表現
した映像も見所です。
軍配に刻まれた星にかけた願い
とは・・・・。

武田信玄
過去の天文現象

切り絵
北斗七星

冥王星の青春

冥王星の名づけ親である偉大な
天文家野尻抱影は、かつて甲府
中学の英語教師でした。
抱影自身にとって、甲斐の国は
第二のふるさと。知人にあてた
ハガキや随筆から、星にまつわ
る観察やエピソードなどをたど
り、若き日の姿を生き生きと描
きだします。

野尻抱影
冥王星

山梨の星空と山

13
★・・・おすすめ番組



・小学生以上を対象とした、テーマに関連した実験や解説と工作を行う教室で、実験が
メインです。

・教室で作製したものはすべてお持ち帰りいただけます。
・すべての内容に簡単な解説書が付きます。

※予約をお受けできない日もございます。

時 間

11:00、13:00 各回約30分間

内 容

１

もみもみスライム
洗濯のりとホウ砂を混ぜ、カラフルなスライムをジップ
付きの袋を使って作製します。
物質の状態についての解説や実験も行います。
参加費：100円
対 象：小学生以上

2

ふわふわスライム
通常のスライムに泡を混ぜ、ふわふわ・もちもちとした
手触りのスライムを作製します。物質の状態についての
解説や実験も行います。
参加費：150円
対 象：小学生以上

3

シャボンフレーム
モールでフレームを作り、さまざまな形のシャボン膜を
観察し、光の分光や表面張力を解説します。
参加費：100円
対 象：小学生以上

4

ミニミニアクアリウム
ビンの中に魚のミニチュアを入れ、魚がビンの中を泳い
でいるように見える、小さなアクアリウムを作ります。
光の性質についても解説します。
参加費：400円
対 象：小学生以上

5

きらきらスノードーム
空きビンの中に、フィギュアや雪に見立てたラメを入れ
て、自分だけのオリジナルスノードームを作ります。そ
のほか、雪の結晶はなぜ六角形なのかなど、観察をしな
がら雪のひみつを解説します。
参加費：400円
対 象：小学生以上

科学実験教室８

14
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・小学校以上を対象とした、テーマに関連した実験や解説と工作を行う教室で、ものづくり
の工作がメインです。

・教室で作製したものはすべてお持ち帰りいただけます。
・すべての内容に簡単な解説書が付きます。

※予約をお受けできない日もございます。

時 間

11:00、13:00 各回約45分間

内 容

１

星空まんげきょう
鏡を立方体に組み立てて万華鏡を作ります。穴をあけたり、
色をぬったりしたあと、ミニライトで照らして無限に広が
る模様を楽しみます。光の反射についても解説します。
参加費：500円
対 象：小学生以上

２

ビー玉まんげきょう
紙管に鏡を入れ、ビー玉をはめて万華鏡を作ります。光の
屈折や反射のしくみについても学びます。
参加費：300円
対象：小学生以上

３

にじ色ステンドグラス
プラ板にセロテープを貼って偏光板を通すと虹色に見える
ステンドグラスを作製します。光の偏光について解説を行
います。
参加費：300円
対 象：小学生以上

4

キラキラリボン
きらきら光るリボンを球状に組み立て、ひもを引っ張ると
コマのようにくるくると回転するおもちゃを作ります。慣
性について解説します。
参加費：100円
対象：小学生以上

5

エコーメガホン
糸電話の糸の代わりにバネをつけたメガホンを作成します。
音の性質について解説を行います。
参加費：400円
対象：小学生以上

科学工作教室９
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・身近なものを使った実験ショーを実施します。
・小学生以上を対象としていますが、未就学児も見学可です。
・演目数は今後追加していく予定です。

※予約をお受けできない日もございます。

時 間

10:00、14:00 各回約25分間

内 容

１

とべ☆ロケット！！
ペットボトルロケットをワイヤーに沿わせて飛ばし、ロケットが飛ぶ仕組みを紹介しま
す。

参加費：無料
対象：小学生以上（未就学児可）

２

しゃぼん玉タイム
しゃぼん膜の不思議を調べたり、大きなしゃぼん玉作りに挑戦します。

参加費：無料
対象：小学生以上（未就学児可）

3

空気であそぼ！
身近な道具を使った実験で、目には見えない空気の力を確かめます。

参加費：無料
対象：小学生以上（未就学児可）

4

冷た～いはなし
マイナス196度の液体窒素を使い、極低温の世界の実験をします。

参加費：無料
対象：小学生以上（未就学児可）

サイエンスショー10



・未就学児を対象とした、簡単な工作ができる教室です。
・作製したものはすべてお持ち帰りいただけます。
・1回に利用できる人数は20名程度です。
・未就学児向けの教室につき、作業工程で先生にお手伝いをお願いします。
・すべての内容に簡単な解説書が付きます。

※予約をお受けできない日もございます。

時 間

11:00、13:00 各回約30分間

内 容

1

オリジナルバッジ
丸 型 の 紙 に 自 由 に 絵 や 文 字 を 描 い て 、 自 分 だ
け の 缶 バ ッ ジ を 作ります。
参加費：150円
対 象：年少～小学校低学年

2

オリジナルキーホルダー
特 殊 な 加 工 を し た プ ラ 板 ｢ シ ュ リ ン ク シ ー ト
｣ に 自 由 に 絵 や 文 字 を 描き、それ を加熱して 縮め、
自分だけのキ ーホル ダーを作ります。
参加費：150円
対象：年少～小学校低学年

3

ぴちぴちフィッシュ
磁石を使ってぴちぴち動く魚のおもちゃを作ります。
参加費：100円
対 象：年少～小学校低学年

4

ぱたぱたバード
ストローを使ってはばたく鳥のおもちゃを作ります。
参加費：100円
対 象：年中～小学校低学年

5

ふりふりマラカス
ガチャポンの空きケースをつかってマラカスを作ります。
参加費：100円
対 象：年中～小学校低学年

6

くるくるサイクル
立体を組み合わせて、絵柄がかわるおもちゃ「カライドサ
イクル」を作ります。
参加費：100円
対象：年長～小学校低学年

17

こどもクラフト11



・事前にご予約いただいた学校向けに天体観測室の天体望遠鏡で活動する太陽の観察を
します。

・一度にご覧いただけるのは、 最大20人程度です。
それ以上の人数の場合は、事前に20人以下のグループに分かれていただき、1回の枠で
3グループまで実施できます。
※予約をお受けできない日もございます。 ※曇りや雨天の場合は中止になります。

時 間

平日 (各回30分間程度） ※小学3年生以上
① 11:20 ②12:50 ③14:00

内 容

１

大口径のHαフィルターを取り付けた口径20cmのクーデ式天体望遠
鏡で、太陽が活動している様子を肉眼で観察します。黒点をはじめ、
プロミネンスやダークフィラメントなどをリアルタイムで観察できる
貴重な実物体験です。
＊雨天曇天など天候によって観察できない場合があります。

【人 数】
一度にご覧いただけるのは、 最大20人程度です。
それ以上の人数の場合は、事前に20人以下のグループに分かれてい
ただき、1回の枠で3グループまで実施できます。

18

太陽の観察について12



ご来館いただく前に以下の事項をご周知ください。

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いたします。

・館内では走ったり大声を出したりしないでください。

・展示物は壊れないよう丁寧に扱ってください。

・危険ですので階段やエスカレーター通路等で遊ばないでください。

・スペースシアター内ではお静かにお願いいたします。

・スペースシアター内での飲食・撮影・録音はご遠慮ください。

・ご飲食は決められた場所でお願いいたします。

・荷物置場は平日のみ、空いているスペースをご案内いたします。

※スペースには限りがあります。

・館内ではトランシーバーのご利用はできません。

・コインロッカーは一般のお客様専用ですので、団体のお客様のご利用は

できません。

・こどもの国をご利用の際は、事前に山梨県立愛宕山こどもの国・少年

自然の家へお電話ください。

電話：055-253-5933（9:00～17:00）

19

来館の際のお願い13



 ミュージアムショップ

ご利用時間 10:00～17:00

工作グッズ、宇宙食など科学館ならではのグッズを数多く取り扱っております。

お土産やプレゼントなどに是非ご利用ください。

 レストラン サイエンスシップ

営業時間 フード10:30～16:30（ラストオーダー16:00）

ドリンク10:00～16:50（ラストオーダーなし）

軽食や飲み物をご用意しております。

※テイクアウトメニューはございません。

※レストラン内の商品の持ち出しはできません。

※レストランメニュー以外の持ち込みのご飲食はご遠慮ください。

※お弁当・ランチの団体予約承ります。詳しくは電話でお問い合わせください。

TEL:055-254-8161

20

館内サービスについて14
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