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コンセプト Concept

フ
シ
ギ
が
れ
！

2022年4月28日 スペースワールド跡地にオープン！（ジアウトレット北九州内）

ふだん何気なくすごしている街や

くらしの中にもたくさんの「?」（不思議）や
「!」（驚き）がかくれています。

不思議と思う気持ちは、科学の入口です。

街にフシギ、くらしにフシギ、心にフシギ。

スペースLABOは、一人ひとりが感じる
「フシギ」の芽を大切に、その芽をさらに

育んでいく体験・体感型の科学館です。
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基本情報 Info

開 館 時 間 10:00～18:00（入館は17:30まで）
※金・土・祝前日は、プラネタリウムのみ夜間投映日あり

休 館 日 年末年始（12月29日～1月3日）

入 場 料 サイエンスLABO（常設展示室）

個人

一般 400円

中高生 300円

小学生 200円

団体
（30名
以上）

一般 320円

中高生 240円

小学生 160円

プラネタリウム

個人

一般 600円

中高生 300円

小学生 200円

団体
（30名
以上）

一般 480円

中高生 240円

小学生 160円

減 免

区分 減免割合

北九州市の小中学校の児童又は生徒が、学校教育課程の
一環として当該小中学校教員引率のもとに入場するとき

10割

療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳
（1級～4級）の交付を受けた個人が入場するとき（引率
者含む）

10割

身体障害者手帳（5級～6級）の交付を受けた個人が入場
するとき（本人のみ）

10割

その他教育委員会が特に必要と認めるとき 10割

公的機関が発行した北九州市、福岡市、熊本市、鹿児島
市、下関市の65歳以上の市民であることを確認できる証
明書を提示した個人が入場するとき

7割

北九州市内の高等学校（高等専門学校含む）及びこれに
準ずる学校の生徒が学習計画に基づき教員の引率のもと
に入場するとき

5割

※利用日の31日前までにFAXにてご提出ください
※いずれもコピー可、ミライロID可

ホームページ https://www.kitakyushuspacelabo.jp/

住 所 〒805-0071
福岡県北九州市八幡東区東田4丁目1-1

電 話 093-671-4566

以下の団体は、常設展示室およびプラネタリウムの入場料が減免と
なります。減免申請書をご提出ください



4

予約について Reservation

必ず事前の予約をお願いします。
ご予約がない場合、混雑状況によりお断りする場合がございます。

団体予約の方法

予約可能期間

今
日

1
５
０
日
前

１
４
日
前

１．団体種別（学校・一般）に関わらず、スペースLABOホームページよりお申込み
ください
https://www.kitakyushuspacelabo-yoyaku.jp/
※サイエンスLABO（常設展示室）とプラネタリウムは、それぞれ予約が必要です。

※保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学などが授業の一環（社会見学、遠足、
修学旅行など）として利用する場合は、３０名以下でも受け付けます
スペースLABOまでお問合せください

※希望日の150日前から１４日前まで予約可能です

２．スペースLABOより登録のメールアドレスに予約確定メールをお送りします
※変更・取り消しは、スペースLABOまでお電話またはお問い合わせフォームにて
ご連絡ください

３．「減免申請書 兼 団体申込書」をスペースLABOまでFAXにてお送りください
※ご来館日の１４日前までにご提出ください（ホームぺージからもダウンロード可能です）
※昼食会場および下見の受け入れ可否は、確認後ご連絡いたします
※減免がなく、貸切バスや昼食会場、下見の利用がない場合は、提出不要です

ご来館時の手順（状況により下記以外の対応となる場合もございます）

代表の方のみお手続きください。それ以外の方は、スペースLABO入口前にて一時待
機してください（館内に待機場所はございません）

一般団体 学校団体

インフォメーションにて団体名、予約ID、最終の入館人数をお知らせください①

お支払い後、チケットをおひとり様
1枚ずつお渡しします

②
お支払い後、レシートのみお渡し

します

おひとり様ずつゲートを通過して
ください

班やクラスごとなどまとまってゲート
を通過してください

（係員がゲートを開けます）

③
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予約について Reservation

引率教員・添乗員・カメラマンの取り扱いについて

＜有料＞
・北九州市外の小学校、中学校引率教員
・北九州市内外を問わず、高等学校引率教員
・添乗員、ガイド、カメラマンのプラネタリウム鑑賞（サイエンスLABOは無料）
※有料に該当する方が入場を希望する場合、予約時に人数に含めてご予約ください

下見について

事前予約済みの団体が下見を要する場合、下見が可能です。料金は無料です
事前予約完了後、「減免申請書 兼 団体申込書」に希望日を記載してご提出ください
当日に引率する担当者に限ります。下見は、平日のみ可能です
スタッフによる案内はしておりません。自由に館内をご見学ください

よくあるご質問

質問 回答

150名以上の場合、どのように予約す
ればよいか？

時間を分けて予約してください。予約する時間は到着時
刻より前の時間枠の予約をしてください。各時間の予約
人数が30名以上になるようにご調整ください。

30名以下の場合、どのように予約すれ
ばよいか？

一般予約にて予約してください。
学校団体の場合は、ご相談ください。

ホームページ上で変更やキャンセルは可
能ですか？

ご自身で変更やキャンセルはできません。
スペースLABOまでご連絡ください。

人数が確定していなのですが、予約はど
のようにすればよいですか？

最大の人数で予約してください。
人数が確定した時点で人数調整をお願いします。大幅な
減員の場合は、速やかに連絡をお願いいたします。

予約枠の1時間のみ入場できるのです
か？

予約する利用時間枠は、入場可能時刻です。入場後の滞
在時間に制限はございません。再入場も可能です。

昼食会場はありますか？ スペースLABO ANNEX（本館から徒歩約5分）にて
ご利用いただけます（要予約） ※15ページ参照

滞在時間はどれくらいですか？ プラネタリウムは45分間、サイエンスLABO（常設展示
室）の平均滞在時間は、30分～1時間程度です。

予約人数が30名下回った場合は、どう
なりますか？

一般予約料金にてお支払いいただきます。

事前にチケットの発券は可能ですか？ チケット発券はご来館当日のみ可能です。

発券後の人数変更や払い戻しは可能です
か？

お支払い、発券後の変更および払戻しはできません。

AED（自動体外式除細動器）はありま
すか？

館内に設置しております。

救護室はありますか？ ご用意しております。館内で気分がすぐれないなどの場
合は、スタッフまでお知らせください。ただし、状況に
よりご利用いただけない場合もございます。
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フロアガイド Floor

（1 F）

（２ F）

サイエンスLABOのチケットで、1階・2階の展示室にご入場いただけます

吹き抜け

入口

入口

出口

出口

有料エリア

有料エリア

2階へ

3
階
へ

1階へ

入口出口
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フロアガイド Floor

（3 F）

スペースラウンジは、予約なしでどなたでもご覧いただけます

入口

出口

無料エリア

2
階
へ
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施設紹介 Labo

・高さ約 10m（国内最大）、大型竜巻発生装置
・本市出身の気象学者：藤田哲也博士の顕彰展示

北九州市と科学をテーマにした展示室 多様なミカタで科学の現象を観察！

展示を通して、科学の原点である「不思議と思う心」を
育み、疑問に思う現象を科学的視点で考える。

現代科学でも解明され切っていない、身の回りに存在
する様々な現象や、最新の科学を紹介。

（1 F） （２ F）

幅１０ｍを超えるスクリーンに手を伸ばすと様々な
北九州市の情報が得られる体験型映像コンテンツ

グーンとキタキュー

竜巻をカガクする【竜巻発生装置】

Mr.トルネード藤田博士の顕彰コーナー

わからない！シアター

●あちこち科学
トイレにも階段にもロッカーにも、あちこち
に科学のトピックスが。
科学の記念日パネルは何枚みつけられるか
な？

館内には展示室のほかにも科学を楽
しむ要素がちりばめられています！

楽しく学べるキッズスペースも完備（未就学児のみ）
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SDGs学習について

「SDGs（Sustainable Development Goals）」とは、
17のゴール・169のターゲットから構成された２030年までに
持続可能でよりよい世界を目指す国際目標

SDGsサポートカード
自身ができそうなものを持ち帰り、
実行することができるカード
（全３４種類）

＜カード一例＞

13：気候変動に具体的な対策を
気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急
対策を取る

11：住み続けられるまちづくりを
都市と人間の居住地を包摂的、安全、
強靭かつ持続的にする
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施設紹介 Planetarium

世界最高峰の最新鋭プラネタリウム

（３ F）

・西日本最大級のドーム（内径30m）
・国内初、ランウェイ付ステージ
・ゆとりある座席（２５０席）
・国内最多の車椅子スペース（１６台分）
・補聴ヒアリングループ全席対応
・多言語聴取システムあり
・乳幼児避難室（あんしんシート）あり

没入感のあるプラネタリウム空間

・最新の技術で自然と同じ究極の星空を再現
・天文学習、科学体験など、小中学生向けの
コンテンツを用意
・事前予約により、団体での席確保が可能

デジタル映像と融合した
ハイブリッドプラネタリウム

・プラネタリウムの上映までゆっくり過ごせ
る空間。
・月の石やアポロ司令船などの貴重な資料
を展示

※スペースラウンジのご利用は、プラネタリウム
ご予約の方を優先させていただく場合がござい
ます

スペースラウンジ

プラネタリウムのご利用について

プラネタリウムへは、投映開始5分前までにご着席ください
投映開始

５分前までに

投映開始

1５分前までに

投映開始後

プラネタリウムへの入場は、投映開始15分前からです
15分前までに、お手洗いをお済ませの上、スペースラウンジに集合してください

投映開始後、途中入場・再入場はできません



11

番組紹介（一例） Program

※最新の情報はホームページをご確認ください
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見学コース Couse

「スペースLABO」見学行程 ①～③案

① 科学体験コース

入館後、１・２階 常設展示体験学習 （所要時間：１時間～２時間）

② 天文学習コース

入館後、３階 スペースラウンジ⇒プラネタリウム学習 （所要時間：１時間）

③ 科学館まるごと学習コース（所要時間：2時間～３時間）

午前コース 午後コース

10:00 1３:00

10:３0

１１：１５

1３:３0

１４：１５
～ ～

【３F プラネタリウム鑑賞】

1１:１５ 1４:１５
～ ～

【１・２階 常設展示体験】

（所要時間：３０分～２時間）

（投映時間：４５分間）

＜プラネタリウムの上映時間＞
①１０：３０～ ②１２：００～ ③１３：３０～
④１５：００～ ⑤１６：３０～
⑥18：30～ ※金･土･祝前日のみ

【入館】

入館後、順次、プラネタリウムへ入場

※プラネタリウムは、安全のため、途中入場・再入場できません

【退館】

再集合は建物の外でお願いします
お忘れ物には、十分お気をつけください ありがとうございました

＜1階、2階に分かれて入場してください＞

⓪ ご来館時
・開館時間より前の入館はできません

・プラネタリウムご鑑賞の場合は、投映開始30分前を目途にご来館ください

（常設展示室のみ入場の場合は、15分前を目途にご来館ください）

・予約時間前に常設展示室へ入場することはできません

また、館内に待機できる場所はございません
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見学時のお願い Attention

□ご予約の人数や内訳に変更はございませんか？

□入場券をお渡ししない場合は、班別またはクラス別にゲート横からご入場下さい
（自動ゲートは通らないようご注意ください）

□一般の来館者と区別するため先生・担当者は名札等の身分証を着用するか、
生徒さんと一緒の行動をお願いします

□展示室内・プラネタリウムドーム内での飲食は禁止です
※水分補給は、各階の休憩スペースでお願いします
※館内では、水分補給以外の飲食はご遠慮ください

□観覧マナーについて指導・注意をお願いいたします
※走らない、展示品は大切に扱う、ルールを守るなど
※壊れてしまった場合は、近くのスタッフへお知らせください

□手荷物は各自でお持ちください
展示室内の床やイスなどに置いたまま観覧しないでください

□展示室内、スペースラウンジでの撮影は可能です
ただし、フラッシュや三脚を使用しての撮影はご遠慮ください

□プラネタリウム投映中の撮影・録音は、禁止です
プラネタリウムドーム内での集合写真撮影はできません

□各階に分かれて入場してください
※スタッフによる個別のご案内はしておりません
※館内の誘導は先生・担当者にてお願いします
※1階と2階の広さが違いますのでご注意ください
※3階はプラネタリウムご利用の方優先にご協力お願いします

□プラネタリウムは15分前からドームにご案内しますので、
それまでにお手洗いなどお済ませのうえ、３階スペースラウンジにご集合ください

□忘れ物が多いのでご注意ください（名札、水筒、しおりなど）

□手指消毒・検温は入館前にお願いします
※除菌スプレーをお貸出しします
※検温を事前に済ませている場合、検温は不要です

□入口付近では立ち止まらず中へお入りください

□再集合は、建物の外でお願いします

□未就学児以外のキッズスペースご利用はお控えください
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見学時のお願い Attention
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昼食について Lunch

昼食会場

✓ 昼食会場は、スペースLABO ANNEX（分館）です

※本館およびジ アウトレット北九州内でお持ち込みのお弁当など飲食は
できません

※本館から徒歩約5分です

※晴れた日は、屋外の芝生広場も利用可能です

予約について

✓ 昼食会場は、スペースLABO入館の団体に限り ご予約いただけます

利用可能時間 11:30～12:00、12:15～12:45、13:00～13:30

利用可能人数 各回最大165名まで
※他団体との共用になります

利用会場 スペースLABO ANNEX 交流室、オープンスペース

利用不可日 月曜日、土曜日、日曜日、祝日、ANNEXでのイベント実施および準備期間中

※テーブルなし、イスのみです
※感染症対策のため、黙食をお願いします
※飲食後のゴミは必ずお持ち帰りください
※利用後は、清掃および消毒をお願いします（利用可能時間内に終わらせてください）
※手荷物や貴重品は各自で管理をお願いします
※雨天時のみの予約はできません

✓ 昼食会場は、無料です

お問合せ

スペースLABO ANNEX（北九州市科学館 分館）

〒805-0071
北九州市八幡東区東田2-2-11
電話：093-663-0550／FAX：093-681-1224

※ただし、スペースLABOまたは、スペースLABO ANNEX利用団体に限ります

✓ ご予約は、入館の事前予約完了後に受付いたします

スペースLABO、
スペースLABO
ANNEXの事前予
約

「減免申請書兼団
体申込書」をFAX
にて提出

スペースLABO
より可否連絡

当日は、時間厳守
でご来館ください
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スペースLABO ANNEX（分館）

開 館 時 間 9:00～17:00

休 館 日 毎週月曜日（祝日の場合は、その翌日）
年末年始（12月28日～1月3日）

入 館 料

住 所 〒805-0071
福岡県北九州市八幡東区東田2丁目2-11

電 話 093-663-0550

無料（一部貸室は有料）

フロアガイド

更衣室 お手洗い

講座室 実験室

金属加工室

木材加工室溶接コーナー

工房（別棟）

ライブラリー

プレゼンテーションスタジオ
（貸室）

お手洗い

オープンスペース

多目的スペース
（貸室）

交流室

北九州
世界遺産ギャラリー

入口

中庭

3Dモデル設計室

多目的スペース

ワークショップや会議、展示会など様々な用途に
利用できる開放的な空間です

プレゼンテーションスタジオ

講演会、シンポジウム、式典、総会、発表会、
映像イベントに最適です

オープンスペース

休憩にご利用いただけるフリースペースです
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スペースLABO ANNEX（分館）

貸室（会場貸出）ご案内

以下のスペースを事前申込により有料にて貸し出しいたします （規定による減免利用もできます）
お気軽にお問合せください。

 

     プレゼンテーションスタジオ  ～講演会･シンポジウム、式典や総会、発表会、映像イベントに最適です 

 

   

 

 

 

 

 

多目的スペース   ～ワークショップや会議、展示会など様々な用途に利用できる開放的な空間です 

 

       

  

 

 

 

 

     工房(別棟) ＊各室あり    ～企業や学校の技能研修や教育、試作・開発等に利用できる実習場です 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

【面積】 １８６㎡  【座席数】 １３４席（全席メモ台付） 

【特徴】 ２４０インチ大スクリーン、最新の映像・照明、 

音響機器を常備。舞台も手頃なサイズです。 

【室料】 （平日）３，７５０円～ （土日祝）４，５００円～ 

＊１時間あたりの施設利用料です。 

＊上記のほか設備・備品利用料が加算されます。 

【面積】 １８８㎡  ＊座席は仮設式 （机・イス貸出） 

【特徴】 自立パネルや音響設備等の貸出備品あり 

会場が一望でき、視界性に優れています 

【室料】 （平日）１，６５０円～ １時間あたりの施設利用料 

＊上記のほか設備・器具利用料が加算されます 

【面積】 金属加工室（１１６㎡） 溶接コーナー（２２㎡）  

木材加工室（３７㎡） 設計室（３７㎡） 

＊更衣室あり。シャワー室（１名用・有料）も貸出できます。 

【特徴】 冷暖房完備。各種工作機械、工具、測定器あり。 

【室料】 ６００円～１，８００円  

＊１時間あたりの各室料範囲 ＊持込は電気料徴収 

 
※請負加工はいたしません。貸出に関連する材料や道具の調達には 

適宜ご相談に応じます。（別途、実費が加算されます） 

利用の手順、注意事項について
◆利用規定等は、スペースＬＡＢＯ ANNEXまでお問合せください

◆入場料徴収や販売目的の利用は、 上記室料が2倍となります

◆利用申請提出について

利用希望日の6ヶ月前（プレゼンテーションスタジオ）または3ヶ月前（多目的スペース・工房各室）の

月の1日から予約申し込みを受付けします

利用申請書に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください

施設利用料は前納制です（利用申請及び利用料納付をもって、正式な利用許可となります）

設備・器具利用料は、施設利用終了後に速やかにお支払いください

また、必要に応じて催事進行や利用設備・器具等の使用について事前に打合せさせていただきます

＊各利用申請書は、受付でお渡しします

＊利用時間とは、準備から原状回復して退場されるまでの時間を含むものです

◆利用当日の準備、片付け、および映像・照明・音響設備等の操作は、利用者で行ってください

＊控室手配は、ご相談ください

◆詳しくは、スペースＬＡＢＯ ＡＮＮＥＸまでお問合せください

電話：093-６６３-０５５０
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アクセス Access

飛行機をご利用の場合
①北九州空港－（直通バス約40分）－ジ・アウトレット北九州下車
②福岡空港－（地下鉄約10分）－博多駅－（JR鹿児島本線約60分）－JRスペースワールド駅

貸切バスをご利用の場合
北九州都市高速「枝光出入口」より約3分
①福岡方面から 九州自動車道八幡I.C－（北九州都市高速約15分）－枝光出入口
②山口方面から 九州自動車道門司I.C－（北九州都市高速約25分）－枝光出入口
③大分方面から 九州自動車道小倉東I.C－（北九州都市高速 約20分）－枝光出入口

JR鹿児島本線「スペースワールド駅」下車 徒歩約3分

JRをご利用の場合
①JR小倉駅－（鹿児島本線 約10分）－JRスペースワールド駅
②JR博多駅－（鹿児島本線 約60分）－JRスペースワールド駅

貸切バス駐車場について
ジ・アウトレット北九州駐車場をご利用ください
必ず予約が必要です。事前予約完了後、「減免申請書兼団体申込書」をFAXにてご提出ください
バスの乗降は、スペースLABO前のバス乗降場をご利用ください
詳細は別途、駐車場ご案内をご確認ください



　下記理由により、北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例第５条に基づき、入館料の減免を申請いたします。

サイエンスLABO： プラネタリウム：

合計 名

〒 -

（ ） （ ）

( ）

（ ）

（ ※本人のみ減免 ）

( ）

（ ）

( 名 ）

（ 名 ）

（ ・ バス会社： ）

【 月 日 （ ） 時 分 名 】 ※平日のみ下見可能

※スペースLABOのご入館には、ホームページからのご予約が必要です。

※ホームページからご予約のうえ、ご提出ください。（申込書のみで受付はできません）

※バス駐車場・昼食会場・下見をご希望の場合は、団体種別や人数に関わらず必ずご提出ください。

※ご来館日の14日前までにFAXにてご提出ください。

ANNEXにて

お受けできません

別紙、駐車券を

ご持参ください

都道

府県

※連絡先 ＴＥＬ

市

町村

台

※会場は分館です。※雨天時のみのご予約は受け付けておりません。

住　所

受付印

上記理由により観覧料を減免してよろしいか バス駐車場 下見 昼食場所

名 名

時 分
曜日

１～４級

お受けできません

学年

）
入館時刻 時

代表者名

（
分

退館時刻

フリガナ

団体名

年 月 日

【　スペースLABO記入欄　】

来館目的

昼食場所

係　員 お受けできます

交通手段・駐車場

通　　　信　　　欄

申請理由
（５割減免）

お受けできません 受付№

名

係　長 課　長 お受けできます

申請理由
（７割減免）

台数

申請理由
（１０割減免）

　該当箇所にチェックをしてください。　※引率者・付添人については全員が減免対象になるとは限りません。

具体的に記入：

お受けできます

【　  　  時　   　　分より】

ご自身で駐車場をご予約く

ださい

下見

その他・特記事項

名 名

名

－－ ＦＡＸ

５・６級

申込者
（社名等）

担当者

減　免　申　請　書　兼　団　体　等　申　込　書

北九州市科学館

スペースＬＡＢＯ　ＴＥＬ（０９３）６７１－４５６６　ＦＡＸ（０９３）６７１－４５６８

（2023.04～）

減
免
申
請

（
対
象

者
の
み

記
入

）

団
体
申
込

来館日時

予約ＩＤ

来館人数

団体名

申込者
（旅行社など）
※連絡先は必須

名

・　付添人

・　付添人

・　付添人

※手帳所持者と同人数の引率者・付添人も減免対象になります。

※手帳の減免申請の手続きを完了しますと、当日、手帳の原本・コピー等を持参する必要はありません。

観光 修学旅行 遠足・社会見学 視察・研修・その他

希望なし 希望あり→ 11:30～12:00 12:15～12:45 13:00～13:30

貸切バス 乗用車

療育手帳所持者

身体障害者手帳所持者

精神障害者保健福祉手帳所持者

その他

希望あり

徒歩・ＪＲなど

北九州市・福岡市・熊本市・鹿児島市・下関市の６５歳以上の市民

市内の高等学校（高等専門学校含む）及びこれに準ずる学校の生徒（学習計画に基づくもの）

北九州市内の小・中・特別支援学校（小・中学部）の児童・生徒・引率教員（学校教育課程の一環）

北九州市内の幼稚園・保育所（園）の引率教員または引率保育士（保護者は除く）

希望なし
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