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プラネタリウムで夏祭り気分

「花火ウェルカムドーム」7 月 17 日(土)より打ち上げ開始！
＆コニカミノルタプラネタリウム 夏のトピックス
９月 22 日(土)より上映！！

コニカミノルタプラネタリアTOKYO、コニカミノルタプラネタリウム満天 in Sunshine City、コニカミノ
ルタプラネタリウム天空 in 東京スカイツリータウン®ではプラネタリウムで夏祭り気分を楽しむことがで
きる花火の映像を7月17日～8月31日の期間限定で投映します。
また、プラネタリアTOKYOでは、併設のCafe Planetariaにて夏の限定メニューを販売します。

プラネタリウムで夏祭り気分「花火ウェルカムドーム」
プラネタリウムドームへの入場時、ドームいっぱ
いに打ちあがる花火が皆様をお迎えする「花火
ウェルカムドーム」を実施します。作品上映前の
ため、プラネタリウムドームを彩る大輪の花と一
緒に写真撮影もお楽しみいただけます。
さらに、プラネタリアTOKYO(有楽町)では「花火
ウェルカムドーム」期間中、浴衣でご来館頂いた
お客さまへ“天の川のバスソルト”をプレゼントす
る「浴衣でプラネタリウムキャンペーン」を同時
開催いたします。プラネタリウムで、忘れられな
い夏の思い出を。
「花火ウェルカムドーム」詳細
開催期間：2021年7月17日（土）～2021年8月31日（火）

作品上映前、入場映像（約10分間）

※ご入場（ご鑑賞）には上映作品の鑑賞券が必要です。
※対象作品は各WEBサイトをご確認ください。
https://planetarium.konicaminolta.jp/event/hanabi2021/
「浴衣でプラネタリウムキャンペーン」詳細
開催期間：2021年7月17日（土）～2021年8月31日（火）
対象施設：プラネタリアTOKYOのみ
https://planetarium.konicaminolta.jp/event/yukata/
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プラネタリアTOKYO(有楽町)夏のトピックス
★Cafe Planetariaでは夏にぴったりの新メニューが登場!!
南国のリゾート気分を味わえるドリンク 2 種と大人気のミルキーウェイサンドをリニューアルしたミルキー
ウェイアイスサンドを販売開始します。
プラネタリア TOKYO での非日常体験に、気持ちも上がるオシャレなメニューを添えて、この夏の思い出に
華やかさを。

Summer Sunset：沈みゆく太陽が溶け込んだ一杯で乾杯を。ライチ、パイナップル、グレープフルーツの
華やかなノンアルコールスパークリングカクテル。
Milky Way Ice Cream Sandwich: 夏に一番輝く天の川。大人気のミルキーウェイフルーツサンドイッチ
にアイスをプラスし、輝きを増した真夏の限定メニュー。
Summer Night: 星屑が降り注ぐ夏の夜をとじこめました。トロピカルなフルーツリキュールがアクセン
トの Cafe Planetaria 自慢のモヒート。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、
「Cafe Planetaria」ではアルコールを含む一部メニューの提供を見合わせております。
「Summer Night」は当面の間ノンアルコールでの提供になります。

★沖縄・八重山諸島の美しい景色や伝統に触れる
『美ら島で、星にねがう with HY』
沖縄出身のミュージシャン・HY の名曲を聴きながら、
南の島の星空と青い海にゆったりと包まれる癒しのプ
ラネタリウム作品。都会では見ることが出来なくなった
「天の川」、日本では沖縄など限られた地域でしか見ら
れない「南十字星」などを紹介します。想いが行き交う
島の“ぬくもり”や“あたたかさ”を感じてください。

『美ら島で、星にねがう with HY』作品概要
●期間：2021 年 4 月 23 日(金)～ ●時間：約 40 分
●鑑賞料金：1,600 円
※上映時間、休館日、追加上映回など、最新情報は下記 WEB サイトでご確認ください。
https://planetarium.konicaminolta.jp/program/hy/?hall=planetariatokyo

プラネタリウム満天(池袋)のトピックス
★世界中の輝く星の下へ「旅するプラネタリウム」開催！
この夏、旅をテーマにしたプラネタリム作品がもりだく
さんのプラネタリウム満天では、なかなか旅に行けない
今だからこそ…この星空旅行をより心に残る思い出に
していただきたい！いう思いを込めて、「旅するプラネ
タリウム」と題した特別企画を実施いたします。
南の島や、フランス、南米ウユニ塩湖など、旅先を選ぶ
ように作品をお選びいただき、「星空へ旅立つ空港」に
変身したプラネタリウム満天から、世界中への旅をお楽
しみください。
「旅するプラネタリウム」詳細
開催期間：2021年6月4日（金）～2021年9月30日（木）
https://planetarium.konicaminolta.jp/event/planetarium-journey/

★“旅先からの贈り物”プレゼントキャンペーン
対象期間中、プラネタリウム満天で作品をご鑑賞いただ
いたお客様の中で、本キャンペーンにご応募いただいた
方の中から、抽選で、
『ナレーター直筆サイン入り作品パ
ネル』または『ペア鑑賞券＆オリジナルハンドソープ』
をプレゼントする夏のキャンペーンを開催します！
「満天」から出発する星空旅行が、皆さまにとって大切
な旅の思い出のひとつになりますように。

“旅先からの贈り物”プレゼントキャンペーン詳細
開催期間：2021年6月4日（金）～2021年9月30日（木）
https://planetarium.konicaminolta.jp/event/gift-from-journey/

プラネタリウム天空(押上)夏のトピックス
★お得にセットで楽しめるプラン「スカイツリー®エンジョイパック」が登場！
東京スカイツリータウン®とその周辺のエリアで一日中
楽しんでいただけるお得なセット商品「スカイツリー®エ
ンジョイパック」に【プラネタリウム天空鑑賞プラン】が
登場。
人気アーティストとのコラボレーション作品や、オリジナ
ルアロマが香るヒーリング作品だけでなく、生演奏が楽し
める特別上映作品も対象です。

スカイツリー®エンジョイパック（プラネタリウム天空鑑賞プラン）詳細
東京スカイツリーを丸ごとお楽しみいただける東京スカイツリー天望デッキ(350m)と天望回廊(450m)が
一緒になった入場券＋プラネタリウム天空入場券のセットプランとなります。
https://link-ticket.tokyo-skytree.jp/activity/ja/BUNDLEtokyoskytree_tenkuprod?_ga=2.142053682.1692122067.1624347237-1931224934.1624347237

★花火や蛍の光を感じる『Gift of Light ～星明りに包まれて～』
日常にあふれる光をテーマに、ささやかな幸せをお届け
する、癒しのプラネタリウム作品です。
夜空に輝く星々の他にも太陽や蛍など、気持ちを豊かに
する光。
また、迫力ある花火のシーンが見どころとなっており、疫
病退散の願いを込め花火を打ち上げたエピソードも語ら
れます。
上映中に香るオリジナルアロマと、やわらかな陽射しや
星明かりに包まれ、心も身体もリフレッシュできる、穏や
かなひと時をお過ごしいただけます。上白石萌音さんの
心地よいナレーションにも癒されて。
『Gift of Light ～星明りに包まれて～』作品概要
●期間：2020 年 11 月 28 日(金)～ ●時間：約 45 分
●鑑賞料金：1,700 円 ※小学生就学前のお子様の入場はお断りしています。
※上映時間、休館日、追加上映回など、最新情報は下記 WEB サイトでご確認ください。
https://planetarium.konicaminolta.jp/program/gift_of_light/?hall=tenku

【新型コロナウイルス感染拡大防止策に関して】
コニカミノルタプラネタリウム株式会社が運営するプラネタリア TOKYO、プラネタリウム満天(池袋)、プラネタリウ
ム天空は、新型コロナウイルス感染拡大防止策を施し、営業しております。
当社が行う感染拡大防止策は下記 URL をご確認ください。
URL：https://planetarium.konicaminolta.jp/event/covid19/

◆コニカミノルタプラネタリアTOKYO 概要◆
■名称 コニカミノルタプラネタリアTOKYO
■所在地 東京都千代田区有楽町2丁5-1 有楽町マリオン 9階
■営業日 定休日なし(作品入替期間は休館)
■営業時間 10:30～22:00（最終受付は21:00）
※土日祝のみ22:30まで営業。
（最終受付は21:30）
※詳細はWebサイト等でご確認ください。
https://planetarium.konicaminolta.jp/planetariatokyo/
◆コニカミノルタプラネタリウム満天(池袋) 概要◆
■名称 コニカミノルタプラネタリウム満天 in サンシャインシティ
■所在地 東京都豊島区東池袋3-1-3 サンシャインシティ
ワールドインポートマートビル屋上
■営業日 定休日なし(作品入替期間は休館)
■営業時間 10時の回～21時の回
※詳細はWebサイト等でご確認ください。
https://planetarium.konicaminolta.jp/manten/
◆コニカミノルタプラネタリウム天空 概要◆
■名称 コニカミノルタプラネタリウム天空 in 東京スカイツリータウン®
■所在地 東京都墨田区押上1-1-2
東京スカイツリータウンイーストヤード7階
■営業日 定休日なし(作品入替期間は休館)
■営業時間 10時の回～21時の回
※詳細はWebサイト等でご確認ください。
https://planetarium.konicaminolta.jp/tenku/

【施設名称表記上のお願い】
※2021 年 5 月 25 日より施設名の正式表記が変更になりました。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【正式表記】
コニカミノルタプラネタリウム満天 in Sunshine City
コニカミノルタプラネタリウム天空 in 東京スカイツリータウン®
コニカミノルタプラネタリア TOKYO
※ダブルクォーテーション「“”」は無くなりました。
※「プラネタリア」と「TOKYO」の間に半角は無くなりました。
※in の前後間に半角スペースを入れてください。
【略称】
プラネタリウム満天 NAGOYA
プラネタリウム満天(池袋)
プラネタリウム天空
プラネタリア TOKYO
※()は原則半角
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

見出し、本文などで、施設名称が長すぎて入りきらない場合、次の優先順位で省略形をお使いください。
▶コニカミノルタプラネタリアTOKYO
(1) コニカミノルタプラネタリアTOKYO
(2) プラネタリアTOKYO
▶コニカミノルタプラネタリウム満天 in サンシャインシティ
(1) コニカミノルタプラネタリウム満天(池袋)
(2) プラネタリウム満天(池袋)
なお、文章中に繰り返しで出てくる場合、2回目以降は 満天 と記述していただいて構いません。
▶コニカミノルタプラネタリウム天空 in 東京スカイツリータウン®
(1) コニカミノルタプラネタリウム天空
(2) プラネタリウム天空
なお、文章中に繰り返しで出てくる場合、2回目以降は 天空 と記述していただいて構いません。

