
旅行会社様限定

【お申込みに関して】
●団体申込みは15名様以上より承ります。
●教育旅行は14名様以下の少人数でもお受けいたします。
●全キャンセルはご利用日の1ヶ月前までに必ずご連絡ください。
●人数変更は、クーポン精算の場合、ご利用日の前日15：00まで、事前
振込の場合、ご利用日の3日前（土日祝除く）までに必ずご連絡くだ
さい。

※申込み人数の50％を超える枚数減はお受けできません。
※前日が土日祝の場合はTeNQへ直接ご連絡ください。　※お振込み後の変更はできません。

宇宙ミュージアム TeNQ（テンキュー） 団体申込書

【回答書】

FAX 03-5684-4570株式会社東京ドーム 営業推進部    宛

申込日：　　　　年　　　　月　　　  日

FAX申込用紙

全キャンセル締切日 人数変更締切日 ご請求金額 確定入館指定時間 クーポン精算の場合

【 東京ドームシティ】

■お申込みいただきありがとうございます。上記の内容について、ご予約を承りました。変更・ご請求・確定入館時間については以下の通りとなります。

円15：00 のクーポンを発券し、余白に｢TeNQ｣とご記入ください。

ご住所

精算方法

TEL

団体名・学校名
FAX

MAIL

ご連絡先

〒

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ
貴社名

ご利用日

希望入館時間
区分

備考（弊社記入欄）

ご担当者名

代表者・添乗員
当日参加される方

のお名前（　　　  ）
携帯電話
当日参加される方
のご連絡先（　　　  ）

年　　　　　月　　　　　日　 （　　  　　　）

：

一般
学生（高校/大学/専門学校生）

４才～中学生
シニア（65才以上）

1,600円　×　　　　　　　枚　　＝ 円
1,300円　×　　　　　　　枚　　＝ 円
1,000円　×　　　　　　　枚　　＝ 円
1,100円　×　　　　　　　枚　　＝ 円

□ クーポン　 

【ご利用に関して】
●ご入館は日時指定制です。指定日時以外にはご入館できません。
●4才未満のお子様はご入館できません。（※ファミリーデー他、特別日を除く）
●10才未満のお子様のご入館には中学生以上の同伴者が必要です。
●指定時間より先着順にご案内いたします。状況によっては15分程度お待ちいた
だく場合がございます。

●当日、指定時間に遅れる場合は、TeNQへ直接ご連絡ください。

※弊社記入欄

※手仕舞い後・振込後のキャンセル・変更はできません。　※入館券は当日、TeNQチケットカウンターにてお受け取りください。
※14名様以下の教育団体のお申込みについても、本申込書にご記入ください。
※本申込書にご記入いただいた個人情報は、ご注文に関する諸手続きおよび弊社情報の提供に利用させていただきます。それ以外の目的には利用いたしません。
※お申込み後、１週間以内に回答書での返信がない場合は、下記までご連絡ください。

※契約旅行会社様のものに限ります。
※当日クーポンをTeNQチケットカウンターにお持ちください。□ 事前振込　 ※お振込み手数料はお客様のご負担になります。※ご利用日の3日前（土日祝除く）までに人数を確定してください。

所要時間20分～　小学生～謎解き初心者にオススメ

：

引率・付添（無料）※教育旅行のみ 　　　　　　　枚 添乗員（無料）　　　　　　　枚

支店・営業所

受付1 受付2

変更の場合は下記にご記入のうえFAXにてお送りください。株式会社東京ドーム　営業推進部　宛

変更内容

※枚数増をご希望の場合は、お電話にてご確認ください。

TeNQ入館券
購入枚数

一般
学生（高校/大学/専門学校生）

４才～中学生／シニア（65才以上）

2,300円　×　　　　　　　枚　　＝ 円
2,000円　×　　　　　　　枚　　＝ 円
1,700円　×　　　　　　　枚　　＝ 円

引率・付添※教育旅行のみ 　　　　　　　枚 添乗員　　　　　　　枚

TeNQ入館券＋
アトラク2回セット券
購入枚数

※引率・付添のTeNQ入館に関して、教育旅行の場合、入館料のみ無料。塾・インターナショナルスクール、サイエンスクラブなどの課外活動の場合、1名無料。
　アトラクションをご利用の際は、現地にて別途乗車券をご購入ください。

□有（□事前送付希望 □当日受取希望） 400円×　　個 ＝　　　  円ミッションラリーQ 
No.4（有料）

教育旅行用ワークシート（無料）

一般団体はご利用日の6ヶ月前より受付
教育旅行はご利用日の１年前より受付

2021年10月現在

宇宙ミュージアム

TeNQ
団体利用のご案内

団体のご利用は
15名様より承ります

（テンキュー）

〒112-8575　東京都文京区後楽 1-3-61
 　  03-5684-4570  　 　  03-5684-4404

 平日9:30～17:30 （土・日・祝 および 営業時間外のお申込みは、翌営業日以降の対応になります）

◆前日（土日祝）の人数変更・当日の時間変更はこちら

03-3814-0109
宇宙ミュージアム TeNQ

TELFAX

営業時間

株式会社東京ドーム
 営業推進部



旅行会社様限定

購入方法
団体販売

 【15名様以上】
個人販売

 【14名様以下】

全キャンセルの場合…ご利用日の1ヶ月前まで
変更の場合…当日精算：ご利用日の前日15:00まで
 事前振込：ご利用日の3日前(土日祝除く)まで
※前日が土日祝の場合はTeNQへ直接ご連絡ください。
　TEL:03-3814-0109

【クーポン契約会社名】JTB・近畿日本ツーリスト・東武トップツアーズ・日本旅行・名鉄観光サービス・読売旅行・T-LIFEホールディングス・JR各社・JR東海ツアーズ・農協観光・クラブツーリズム・ジャルパック、全旅、他

お電話にて空き状況をご確認のうえ、
FAXにてお申込みください。

お申込内容を確認後、FAXにて回答いたします。
※お申込後、１週間以内に回答書での返信がない場合は、ご連絡ください。

ご予約変更の場合、　 のFAXを再送してください。

お支払い方法は下記の通りとなります。
・クーポン･･･当日、クーポンをお持ちください。
・事前振込･･･ご利用日の3日前（土日祝除く）までに
 人数を確定してください。
 弊社より請求書をお送りいたします。

当日、TeNQチケットカウンターにて入館券を
お受け取り後、ご入館ください。

●入館指定時間をあらかじめ決めて、ご入館いただくチケットです。

見る、触れる、想像する、９つの宇宙体感！
宇宙を楽しむエンタテインメントミュージアム
宇宙ミュージアム TeNQ（テンキュー）では、15名様よりご利用いただける団体割引を設けております。
また、教育旅行等では少人数でもご利用いただけますのでお気軽にお問合せください。
「学び」と「遊び」が融合したTeNQで宇宙を身近に感じ、好奇心や感動、わくわく感をお持ち帰りください!

1

2

3

4

5

旅行会社専用サイト(下記参照)より「団体料金適用予約申請書」を
ダウンロードいただき、ご記入の上FAXで予約申請してください。1
申請内容を確認後、FAXにて回答いたします。
※予約申請後、1週間以内に返信がない場合は、ご連絡ください。2
予約申請内容変更の場合、●のFAXを再送してください。3
ご利用日当日、「TeNQチケットカウンター(黄色いビル6F)」に
弊社回答済みの申請書とクーポンをお持ちください。4

手
仕
舞
い
日
※人数変更の場合、申込枚数の50％を超える枚数減はお受けできません。
※お振込み後の変更はできません。

11：00～21：00平　日

10：00～21：00土・日・祝・特定日
※最終入館は20:00
※年中無休（機器メンテナンスやイベントにより、営業時間を変更する場合があります。）
※特定日は春夏冬休み等

券　種

一般
学生（高校／大学／専門学校生）
４才～中学生
シニア（６５才以上）

１，８００円
１，５００円
１，２００円
１，２００円

１，600円
１，３００円
１，０００円
１，100円

団体料金 通常料金

※料金は、すべて税込です。

東京ドームシティ　黄色いビル6F所在地
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5
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10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

区分

11

13

15

17

19

区分入館指定時間

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

入館指定時間

シアター宙 プログラム♯3
『宇宙グランドツアー』

2

※教育旅行は
　少人数でも
　ご利用可

●14名様以下及びグループ(班別)活動は事前に申請いただくこと
で団体料金でのご入館が可能です。入館指定時間を決めず
に、ご来館時、空いている時間にご入館いただけます。

教育旅行

一般旅行
●入館指定時間を決めずに、空いている時間にご入館いただけます。
ご利用方法
ご予約は必要ございません。ご利用日当日、クーポンを直接「TeNQ
チケットカウンター(黄色いビル6F)」へお持ちください。

2

※精算方法はクーポンのみとなります。
※ご入館は、混雑状況によってご案内可能な時間までお待ちいただくことがございます。

館内コンテンツ紹介 （所要時間目安60分～）

太陽系の外から地球へ、宇宙の絶景
を探査機の視点で巡る。
CG・実写を組み合わせた臨場感あふ
れる映像に、理解を深める
ナレーションも。

2
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10:30

11:30

12:30

13:30

14:30

区分

12
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20

区分入館指定時間

15:30

16:30

17:30

18:30

19:30

入館指定時間

シアター宙 プログラム＃１
『another point of view』

（土日祝・特定日のみ） （土日祝・特定日のみ）

地上から見上げていた空へ飛び出し、今や宇宙から見下
ろせるようになった私たちの視点の変化をたどる映像。

シアター宙 プログラム＃２
『Cosmos-光と音が奏でる138億年-』
ビッグバンから銀河の誕生、そして色彩豊かな地球へと、
宇宙の138億年を光と音でつづる映像。

※プログラム#1と#2の上映スケジュールは日時によって
異なります。詳細はTeNQ公式HPをご確認ください。

宇宙関連の雑貨・
文房具や、TeNQ
オリジナルグッズな
どを揃えています。

「サイエンス」以降は
自由に行き来して
ご覧いただけます。

「シアター宙」までは
流れに沿ってお進み
いただきます。

映像（約10分）

直径11mの大きな穴が開いたシア
ター空間。穴を覗き込み、宇宙や
地球を独自の視点で捉えます。足元
にまで映像が流れ込む浮遊感や臨場
感も体感できます。

宇宙ミュージアムTeNQをより深く知っていただくために、
詳しい施設紹介資料をご用意しております。また、生徒様
には、より楽しく学んでいただく
ために教育旅行用ワークシート
のご用意もございます。（無料）
ワークシートは小学校高学年
から中学生対象で、所要時間は
約30分です。

教育旅行用学習資料のご案内
ミッションラリーQは、TeNQをより
楽しめるオリジナル謎解きゲームです。
展示を見ながら謎解きを進めると宇宙
への興味や理解がより深まります。

ミッションラリー Q

※詳細はお問合せください。

雨天時はTeNQご利用、晴天時は予約解除
でお申し込みをお受けいたします。
※平日限定。　※事前にご申請ください。

雨天時の
ご利用にも
最適！！

※30名様以上でご利用の教育旅行は平日10:30のご入館よりご予約をお受け
いたします。（ご利用日の1ヶ月前までに要申込み）

入口

出口

※東京ドームシティ内にはバスの駐車場および乗降場所はございませんのでご了承ください。

詳しい情報やその他商品のご案内はこちら

03-5684-4404TEL 営業時間 平日9:30～17:30

「旅行会社専用サイト」 www.tokyo-dome.co.jp/agt/

教育旅行に
オススメ！

営業時間

ご利用料金

入館指定時間区分表 ※2021年10月現在

下見も受け付けております。

株式会社東京ドーム 営業推進部販売状況確認・
お問合せは

TeNQ入館券 + セットアトラクション2回券
東京ドームシティ アトラクションズ

有効期限 TeNQ入館券:該当日のみ有効
アトラクション券:発券より半年後の同日

手仕舞い日 全キャンセル...ご利用日の1ヶ月前まで
人数変更...ご利用日の5日前まで（土日祝除く）

販
売
価
格

東京ドームシティ アトラクションズには、小さいお子さまから大人の方までどなた
でも楽しめるアトラクションがもりだくさん！学んで、遊べる、お得なセットです。

一般
学生（高校／大学／専門学校生）

４才～中学生／シニア（65才以上）

2，300円
2，000円
1，700円

最大

1,900円
お得！

オプション

ミッションラリー Q No.4
料金 400 円 所要時間 20 分～

おすすめ 小学生～謎解き初心者

参加性・操作性のある遊び
コンテンツや、アートや映
像を眺めながらくつろげる
スペースなど、思い思いに
楽しめます。

東京大学総合研究
博物館との連携に
より、研究分室リ
サーチセンターが
開設。実際の研究
現場や、太陽系探
査の最新研究情報
を間近で見ること
ができます。

映像（約5分）

全幅約20m、全高4.5mの
プロジェクションマッピング
映像。古代から現代に至る
人々の宇宙への想いに部
屋全体が包まれ、壮大な
世界観を演出します。

日常の中に宇宙の
要素が溶け込んだ
エントランスでお客
様をお迎え。
15分おきに館内へ
ご案内します。



旅行会社様限定

【お申込みに関して】
●団体申込みは15名様以上より承ります。
●教育旅行は14名様以下の少人数でもお受けいたします。
●全キャンセルはご利用日の1ヶ月前までに必ずご連絡ください。
●人数変更は、クーポン精算の場合、ご利用日の前日15：00まで、事前
振込の場合、ご利用日の3日前（土日祝除く）までに必ずご連絡くだ
さい。

※申込み人数の50％を超える枚数減はお受けできません。
※前日が土日祝の場合はTeNQへ直接ご連絡ください。　※お振込み後の変更はできません。

宇宙ミュージアム TeNQ（テンキュー） 団体申込書

【回答書】

FAX 03-5684-4570株式会社東京ドーム 営業推進部    宛

申込日：　　　　年　　　　月　　　  日

FAX申込用紙

全キャンセル締切日 人数変更締切日 ご請求金額 確定入館指定時間 クーポン精算の場合

【 東京ドームシティ】

■お申込みいただきありがとうございます。上記の内容について、ご予約を承りました。変更・ご請求・確定入館時間については以下の通りとなります。

円15：00 のクーポンを発券し、余白に｢TeNQ｣とご記入ください。

ご住所

精算方法

TEL

団体名・学校名
FAX

MAIL

ご連絡先

〒

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ
貴社名

ご利用日

希望入館時間
区分

備考（弊社記入欄）

ご担当者名

代表者・添乗員
当日参加される方

のお名前（　　　  ）
携帯電話
当日参加される方
のご連絡先（　　　  ）

年　　　　　月　　　　　日　 （　　  　　　）

：

一般
学生（高校/大学/専門学校生）

４才～中学生
シニア（65才以上）

1,600円　×　　　　　　　枚　　＝ 円
1,300円　×　　　　　　　枚　　＝ 円
1,000円　×　　　　　　　枚　　＝ 円
1,100円　×　　　　　　　枚　　＝ 円

□ クーポン　 

【ご利用に関して】
●ご入館は日時指定制です。指定日時以外にはご入館できません。
●4才未満のお子様はご入館できません。（※ファミリーデー他、特別日を除く）
●10才未満のお子様のご入館には中学生以上の同伴者が必要です。
●指定時間より先着順にご案内いたします。状況によっては15分程度お待ちいた
だく場合がございます。

●当日、指定時間に遅れる場合は、TeNQへ直接ご連絡ください。

※弊社記入欄

※手仕舞い後・振込後のキャンセル・変更はできません。　※入館券は当日、TeNQチケットカウンターにてお受け取りください。
※14名様以下の教育団体のお申込みについても、本申込書にご記入ください。
※本申込書にご記入いただいた個人情報は、ご注文に関する諸手続きおよび弊社情報の提供に利用させていただきます。それ以外の目的には利用いたしません。
※お申込み後、１週間以内に回答書での返信がない場合は、下記までご連絡ください。

※契約旅行会社様のものに限ります。
※当日クーポンをTeNQチケットカウンターにお持ちください。□ 事前振込　 ※お振込み手数料はお客様のご負担になります。※ご利用日の3日前（土日祝除く）までに人数を確定してください。

所要時間20分～　小学生～謎解き初心者にオススメ

：

引率・付添（無料）※教育旅行のみ 　　　　　　　枚 添乗員（無料）　　　　　　　枚

支店・営業所

受付1 受付2

変更の場合は下記にご記入のうえFAXにてお送りください。株式会社東京ドーム　営業推進部　宛

変更内容

※枚数増をご希望の場合は、お電話にてご確認ください。

TeNQ入館券
購入枚数

一般
学生（高校/大学/専門学校生）

４才～中学生／シニア（65才以上）

2,300円　×　　　　　　　枚　　＝ 円
2,000円　×　　　　　　　枚　　＝ 円
1,700円　×　　　　　　　枚　　＝ 円

引率・付添※教育旅行のみ 　　　　　　　枚 添乗員　　　　　　　枚

TeNQ入館券＋
アトラク2回セット券
購入枚数

※引率・付添のTeNQ入館に関して、教育旅行の場合、入館料のみ無料。塾・インターナショナルスクール、サイエンスクラブなどの課外活動の場合、1名無料。
　アトラクションをご利用の際は、現地にて別途乗車券をご購入ください。

□有（□事前送付希望 □当日受取希望） 400円×　　個 ＝　　　  円ミッションラリーQ 
No.4（有料）

教育旅行用ワークシート（無料）

一般団体はご利用日の6ヶ月前より受付
教育旅行はご利用日の１年前より受付

2021年10月現在

宇宙ミュージアム

TeNQ
団体利用のご案内

団体のご利用は
15名様より承ります

（テンキュー）

〒112-8575　東京都文京区後楽 1-3-61
 　  03-5684-4570  　 　  03-5684-4404

 平日9:30～17:30 （土・日・祝 および 営業時間外のお申込みは、翌営業日以降の対応になります）

◆前日（土日祝）の人数変更・当日の時間変更はこちら

03-3814-0109
宇宙ミュージアム TeNQ

TELFAX

営業時間

株式会社東京ドーム
 営業推進部


