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科学技術館
運営部（事務室）・
救護室

ようこそ！
科学技術館へ！

S C I E N C E  M U S E U M

G U I D E  M A P

2 階から 5 階までの 4 つのフロアに、約 20 のテーマの
展示室があり、展示物を見るだけでなく、触ったり、

動かしたりしながら、科学や技術に触れることができます。
また、実験ショーや工作教室などの、わくわくするような

体験型プログラムが毎日約 40 回！ ぜひ参加してみましょう！
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コイン
ロッカー

女子トイレ

男子トイレ

展示室フロアマップ 1階にはチケット売り場、館内案内  、公衆電話、ミュージアムショップ、団体予約受付がございます。
地下 1 階にはレストラン「カフェクルーズ」がございます。

公園をイメージした展示空間の
中で、鉄のおもしろさ、鉄のすごさ
を肌で感じることができます。

身近な製品の中に利用されている科学の原理や技術を探る
実験ショーを上演しています。

実験スタジアム4I

定規・アクリルメダル生産ライン
500 円

体験しよう!
未来のエネルギー基地

超高解像度大型マルチ
ディスプレイ

Metal Factory
クルマのほとんどが
リサイクル

鉄の丸公園1丁目4C

オリエンテーリング5G
フロアにならぶ数々の
展示には、いたずらが
しかけられています。
いたずらの中にある科学
をみつけてみましょう。

「遊び」、「創造」、「発見」の森“ＦＯＲＥＳＴ（フォレスト）”。フォレストの展示には、
説明がありません。いろいろな遊び方・楽しみ方を自分自身で探り、創り出す体験
の場です。わからないことがあったら、気軽にインストラクターに声をかけてください。

脳はだまされやすい？ さまざま
な錯覚体験で、だまされやすさ
を身をもって実感できます。
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男子トイレ

ベビーシート
（授乳室内）

コイン
ロッカー

女子トイレ

冷水機

トイレ 軽食コインロッカー エスカレーターベビーシート（5階は授乳室内）多機能トイレ 冷水機 階段 救護室 団体休憩室・イベントホール

Nature Contact
〜みんなで地球の未来を
考えよう！

「ものづくり」の技術の進歩に
まつわるさまざまな装置や製品を
展示。「レーザー加工機」なども
ご覧いただけます。

自転車広場2F
過去から現代に至る自転車
のかたちや技術の変遷を
学べます。

ワクエコ・
モーターランド

2D

クルマやバイクの楽しさや、安全、
環境にやさしい技術等を、体験を
通して学ぶことができます。
注） 身長により体験できない装置も
　　あります。ご了承ください。

3E

3Ｆ3Ｃ

3D

DENKI FACTORY3C

電気が見せるさまざまな現象を、
自分で展示を動かして引き起こして
みてください。

（※） 展示で皆さんが発声した音声は、個人を特定できないかたちで、日本電信電話株式会社が音声認識技術の精度向上
を目的とした研究に利用します。ご理解の上、未来の技術を育てていくことにご協力ください。

地球のさまざまなエネルギーや原子
燃料サイクル、地層処分について
体験したり学んだりすることができます。

くすりの歴史や新薬の
開発、安全な使用方法
について紹介します。
くすり研究員入門ラリー
に挑戦してみてください。

アトミックステーション
ジオ・ラボ

3E

モーターが回転する基本
原理や実用・応用例、
モーターを使った工作など
を紹介しています。

モーターズワールド

石炭ってなあに？
気象観測装置のしくみ

「だいち」がつくった富士山
ベアリング・ラボ
モーターの中身を見てみよう！

男子トイレ

ベビーシート

コイン
ロッカー

女子トイレ

冷水機 多機能
トイレ

ニュー・エレクトロホール
〈サイバー・リンク〉

メカ

3D

5D

“もの”と“情報”の世界がひとつに
なって誕生した新しい世界への
リンクを紹介します。（※）

歯車や滑車などメカに欠かせない
部品の仕組みや働きを、体全体を
使って実感できます。

電気・電子・情報・通信
原子力

展示をひとつひとつ体験しながら、
光の持つさまざまな性質を見つけ
出してください。

オプト5E

くすり

電 力

クルマ

ものづくり

自転車

建設館
建設現場をイメージした展示室で、
タワークレーンやシールドマシンの
操作など、建設に関するさまざま
な体験ができます。

100 円
君も建設スタッフ作業員証

4F 建  設

鉄 鋼

モーター

くすりの部屋—
クスリウム

3F

FOREST

イリュージョンA5F
FOREST

FOREST

イリュージョンB5B

空中であなたはどのように見え
るだろう？ ジャンプしてみよう！

FOREST

FOREST

ものづくりの部屋2E

シンラドーム4B FOREST

宇宙や銀河系、細胞中の DNAや
タンパク質の世界を臨場感のある
全天周デジタル映像で紹介します。

AED（自動体外式除細動器）

大きなシャボン玉や竜巻発生
装置などがならぶこの部屋は、
実は展示を作ったり、実験を

考えたりする
場所です。

FORESTワークス5I

AGC MEETS Dr.STONE
（期間限定）

◆  展示室内での飲食は禁止です。飲食は決められた場所（団体休憩室など）
をご利用ください。

◆ 館内では危険ですので走らないでください。
◆ お子さまのケガや迷子にご注意ください。
◆  エスカレーターは閉館20分前まで上り専用です。下りは階段をご利用ください。
◆ 館内にお荷物を置いたままのご見学はご遠慮ください。
　 各階のコインロッカーをご利用になるか、ご自身でお持ちください。
◆  エスカレーターにベビーカーを乗せるのは危険ですので、ご遠慮ください。
◆ 非常時の場合は、スタッフの指示に従ってください。
◆ 感染症拡大防止のためのおねがい（裏面）をよくお読みください。

科学技術館内は禁煙です。電子たばこや加熱式たばこ等も禁止です。

おねがい

2階 3階

5階4階



3C DENKI FACTORY
電気と磁石と力　★水〜月曜日開催（火曜日はありません）
オリジナル実験装置を使った電気と磁石の実験ショーです。

所要時間
約20分

3E アトミックステーション  ジオ・ラボ
放射線を見てみよう／放射線をはかってみよう
■定員（各回） 4名  ■対象  小学5年生以上
自然界の放射線の存在を、霧箱や放射線測定器を使って観察しよう！

所要時間
約20分

地層処分シアター　※詳細は展示室でご確認ください。　■定員（各回）20名
エネルギー社会の未来と地層処分を学ぶ３Ｄアニメーションです。

所要時間
約20分

3F くすりの部屋─クスリウム
チャレンジ新薬ゼミナール  ◆�本人による当日予約��■定員（各回） 5名 ■対象  小学生以上
くすりのかたちに着目した実験や、水溶液から結晶を取り出す析出実験などを行います。

所要時間
約20分

実験 映像 スタッフ操作 有料 ◆  当日予約は展示室にて開館より
　１日分を受付いたします。

その他、毎週土曜日の 5 階 FOREST 展示ガイドツアー／工作教室、日時限定のイベントも開催します。
プログラムやイベントは変更になる場合もありますので、詳細はホームページや館内掲示でご確認ください。

2D ワクエコ・モーターランド
クルマが走るしくみ　★金〜水曜日開催（木曜日はありません）
オリジナル模型でクルマが走る動力の特徴にせまります。

所要時間
約20分

2E ものづくりの部屋
ものづくり体験　◆�当日予約　■有料　■定員あり　■対象あり
オリジナル定規などのものづくり体験ができます。
詳細は展示室でご確認ください。　※完成した作品は持ち帰れます。

所要時間
—

5E オプト
レーザークラフト ◆当日予約　■有料　100 円　■定員あり
消しゴムに名前等がレーザーで印字される様子を観察しよう！　※完成した消しゴムは持ち帰れます。

所要時間
約2分

5I ワークス

超低温（−196℃）の液体窒素や空気などを使った､身近な現象についての科学実験を楽しもう！
所要時間
約30分

楽しい科学／超低温

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、プログラムに休止・変更が
あります。詳細はホームページや館内掲示でご確認ください。プログラム

2020.09

東京メトロ東西線  「竹橋」駅下車 1b 出口徒歩約 550m
東京メトロ東西線・半蔵門線・都営地下鉄新宿線 「九段下」駅下車 2 番出口徒歩約 800mの場合

※ 科学技術館には駐車場はございません。

首都高速都心環状線（外回り）代官町出口からすぐ
首都高速都心環状線（内回り）北の丸出口からすぐ

☆国会議事堂から車で約 15 分
☆東京駅から車で約 15 分の場合

［お問い合わせ］
TEL 03-3212-8544
東京都千代田区北の丸公園 2 番 1 号

［団体予約受付］
TEL 03-3212-8458

http://www.jsf.or.jp/Search科学技術館

北の丸公園内駐車場（有料）　8：30 〜22：00
（国民公園協会 皇居外苑 北の丸駐車場　TEL 03-3212-2321）
★ 駐車台数に限りがありますので、なるべく公共交通機関をご利用ください
★  駐車場の状況・料金等については、直接お問い合わせください。

科学技術館における感染防止対策について
◇  館内の換気を通常より強化するとともに、定期的に、外部に面した扉を開け、

外気の取り入れによる換気を行います。これにより館内温度が一定に保て
ない場合がございます。

◇ 団体休憩室、ベンチは座席数を減らして運営いたします。
　 休憩スペース・ロビー等での対面での飲食や会話はお控えください。
◇ 館内および展示物は定期的に清掃・消毒を実施いたします。
◇  館内設備や展示物は、複数のお客様がご利用されますので、ご利用の際は

必ず手指消毒をお願いいたします。
◇  ソーシャルディスタンスを確保するため、特定の展示室が過密になった場合

は個別に入室制限をさせていただく場合がございますので、ご協力をお願
いいたします。

◇  館内スタッフは始業時に体温測定を行い、日々体調管理を行っております。
また、手洗いを励行し、マスクやフェイスシールドを着用して接客いたします。

◇  館内スタッフによる展示の解説や案内等において、通常よりも接触する機
会を減らす方法をとっております旨ご了承ください。

科学技術館ご利用案内 感染症防止にともなうご見学時のおねがい

他の人との距離を２メートル程度
開けてください

展示見学中や会話の際は
必ずマスクを着用してください

小学生以下のお子様には
必ず保護者が付き添ってご見学ください

アルコールが苦手な方はトイレ等で
こまめに石鹸で手を洗ってください

展示室に入る前には手指を
アルコール消毒してください

列に並ぶ際には、
足元の目印を目安にしてください

館内では大きな声をださないでください

午前 9 時 30 分〜午後 4 時 50 分 
（午後 4 時までにご入館ください。）開館時間

一部の水曜日※（祝日の場合は次の平日）
年末年始（12/28 〜 1/3）

※学校の長期休み期間などの水曜日は 開館 します。
休館日

※ 障害者手帳等をお持ちの方とお付き添いの方 1名様

新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、開館日・
時間などを変更すること
があります。

入館料

大人 65歳以上 中学生・
高校生

子ども
（４歳以上）

個　人 880 円 790 円 500 円 400 円
団　体

（20 名以上） 660 円 660 円 370 円 280 円

 特　別※ 310 円 310 円 210 円 150 円

科学ライブショー「ユニバース」　★土曜開催
第一線で活躍している研究者による科学ライブショーです。最新の科学の話題を紹介します。
14:00〜　※オンライン配信

所要時間
約40分

4F 建設館
『つくる』と『まもる』
地震などの自然災害から建物をまもるための技術や工夫を学ぼう！

所要時間
約20分

せんいの不思議　★土・日・祝日開催
人工的に作られた「せんい」が引き起こす不思議な現象を見ることができます。

所要時間
約30分

「ろ過」で地球の水について考えよう！　★平日開催
人々の生活や世界の水不足の解決に役立っている「ろ過」を紹介します。

所要時間
約30分

4I 実験スタジアム

レモンのチカラ　★日曜・祝日開催
科学実験を通してレモンに含まれる「クエン酸」などについて学べる実験ショーです。

所要時間
約30分

4C 鉄の丸公園１丁目
実験教室　★平日開催
素材としての鉄のおもしろさを実験を通して体験しよう！

所要時間
約20分

工作教室　◆�本人による当日予約  ★土・日・祝日開催  ■定員（各回） 5名  ■対象 小学生以上
鉄に関する工作を通して、ものづくりの楽しさを体験します。　※完成した工作物は持ち帰れます。

所要時間
約60分

4B シンラドーム ■ 定員 （各回）62名 ＊途中入場はできません。

ドーム投影番組　★日〜金曜日開催（土曜日はありません）
直径10ｍのドームスクリーンに広がる映像で、さまざまな科学の話題をお楽しみください。

所要時間
約15分
〜20分

工作このガイドマップは、出光興産株式会社の協力により製作しています。


