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株式会社東京ドーム

宇宙ミュージアムＴｅＮＱ（テンキュー）４周年 追加情報
「シアター宙（ソラ）」最新作『宇宙グランドツアー』 宇宙の絶景シーンを公開
ナレーションを担当する声優の櫻井孝宏さんより、宇宙への想いを語ったコメントも！
ＴｅＮＱを巡って星座スタンプを集める『星の王子さまと旅する星座スタンプラリー』を開催！
東京ドームシティ（文京区後楽１－３－６１） 黄色いビル（６Ｆ）にある「宇宙ミュージアムＴｅＮＱ（テンキュー）」
は、２０１８年７月８日（日）でオープン４周年を迎えます。
これを記念して、７月４日（水）から、ＴｅＮＱのメインコンテンツで、宇宙を見下ろして観覧する「シアター宙
（ソラ）」にて、最新作『宇宙グランドツアー』の上映がスタートしますが、このたび、本編から厳選した宇宙の
絶景シーンを公開。さらに、ナレーションを担当する人気声優の櫻井孝宏さんより、本作の魅力と宇宙への
想いを語ったコメントをいただきました。
また、４周年特別企画展として開催される『星の王子さまミュージアム×ＴｅＮＱ 星の王子さまと旅する宇宙』に
ちなみ、ＴｅＮＱ館内で、星の王子さまと星座スタンプを集める、『星の王子さまと旅する星座スタンプラリー』の
実施が決定しました。スタンプを集めて応募すると、抽選で素敵な賞品も当たります。

シアター宙（ソラ） 最新作『宇宙グランドツアー』
『宇宙グランドツアー』は、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ストーリーです。
最新の天文学をもとに、土星の衛星「エンセラダス」の間欠泉や木星のオーロラ、火星の青い夕景といった
太陽系の星々をリアルに再現し、ＩＳＳ（国際宇宙ステーション）や観測衛星からの実写を組み合わせた臨場感
あふれる映像で宇宙の絶景を体感いただけます。また、シアター宙のプログラムでは、初の試みとして声優を
起用。ナレーションを櫻井孝宏さんが担当し、情緒豊かな語りとともにご案内します。（上映時間：約１０分）

シアター宙 『宇宙グランドツアー』

シアター宙 『宇宙グランドツアー』

◆ナレーター 櫻井孝宏さん（声優） コメント
宇宙ミュージアムＴｅＮＱにお越しのみなさん、こんにちは。声優の櫻井孝宏です。
今回、シアター宙の最新作『宇宙グランドツアー』のナレーションを担当しました。
このプログラムでは、探査機である私が皆さんをナビゲーションし、見たこともないような宇宙の様々な景色を辿ります。
まるで宇宙を一緒に旅しているような感覚を味わっていただけると思いますよ。
おすすめのシーンがありまして、土星のシーンです。ドラマチックで素敵なのでお楽しみに。
僕の宇宙のイメージは、子供の頃に見た、たくさんの映画でつくられました。
なのでＳＦ的なイメージがとても強いです。
子供のころはいつか宇宙船で宇宙旅行ができる日が来るんじゃないかと、そんな空想をしていました。
このツアーがみなさんの新しい宇宙体験になっていったら、とても嬉しいです。
最新科学で明らかになった宇宙の絶景を、ＴｅＮＱのシアター宙の大きなスクリーンでお楽しみください。
きっと、驚きや発見があるはずです。あなたにもきっと気に入ってもらえると思いますよ。
＜ナレータープロフィール＞
櫻井 孝宏（さくらい たかひろ） ６月１３日生まれ、愛知県出身
代表作は、「コードギアス 反逆のルルーシュ」枢木スザク、「おそ松さん」
おそ松、「ダイヤのＡ」御幸一也 ほか多数。

櫻井孝宏（声優）

銀河系

火星の赤い表面（実写）

冥王星のハート模様

木星のオーロラ
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火星の青い夕景
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太陽観測衛星ＳＤＯが捉えた
金星による日食（実写）

土星の衛星「エンセラダス」の
間欠泉

ＩＳＳからの地球夜景（実写）
NASA

Courtesy of NASA/
SDO and the AIA, EVE, and HMI science teams

見どころ：・臨場感あふれるシーンの数々。
木星のオーロラ、土星の衛星「エンセラダス」の間欠泉、火星の青い夕日、太陽観測衛星
ＳＤＯが捉えた「金星による日食」、ＩＳＳ（国際宇宙ステーション）から撮影された地球 など。
・世界唯一のレギュラー宇宙番組「コズミックフロント☆ＮＥＸＴ」(ＮＨＫ)のスタッフにより制作
された映像。
・人気声優の櫻井孝宏さんによるナレーションで、宇宙への興味や理解を深めることができる。

◆ＴｅＮＱ４周年記念キャンペーン 「シアター宙をみて家庭用プラネタリウムを当てよう！」
７月４日から上映がスタートする最新作『宇宙グランドツアー』完成を記念して、シアター宙で上映する
３作品に関連したクイズに正解された方には、正解数に応じて素敵なプレゼントを差し上げます。
◎期
◎内

間：２０１８年７月４日（水）～９月９日（日）
容：シアター宙で上映する３作品に関連した問題を３問出題
します。最新作「宇宙グランドツアー」の問題を含む、
２問正解の場合は、もれなく「火星の砂に似た地球の砂」
または「１２星座のペーパークラフト」を差し上げます。
また、３問正解された方には、抽選で５名様に「家庭用
プラネタリウム」が当たります。

火星の砂に似た地球の砂

◆ＴｅＮＱ４周年記念キャンペーン 「年間パスポート割引」
期間中、ＴｅＮＱの年間パスポートが１,０００円引きで購入できます。
◎期
◎内

間：２０１８年７月４日（水）～９月９日（日）
容：年間パスポートグレードアップ料金が１,０００円引きになります。
一般３,８００円（通常４,８００円）、高校・大学・専門学校生３,５００円（通常４,５００円）、
６５歳以上・４歳～中学生２,６００円（３,６００円）
※入館料を含む

★『宇宙グランドツアー』概要
１９７０年代、人類は太陽系グランドツアー計画のもと、探査機ボイジャーを打ち上げました。
そして今、私たちは宇宙研究の発展により、太陽系、さらには１００億光年も先の宇宙まで
分かるようになってきました。
宇宙の果て、そして太陽系の星々はいったいどんな姿をしているのか。
ナビゲーターである探査機と共に、宇宙の絶景を旅しましょう。
◎名
称：宇宙グランドツアー
◎上 映 期 間：２０１８年７月４日（水）～
◎上映スケジュール：ＴｅＮＱ公式ホームページを参照ください。
◎制
作：制作・統括 株式会社 ＮＨＫエデュケーショナル
演出
株式会社スピード
制作進行 トラックアンドストアーズ株式会社
◎制 作 協 力：ＣＧ制作
株式会社 ＮＨＫアート、有限会社 ５０５事務所
編集・技術 株式会社 エフェクト、株式会社 studio AGIRA
音響効果 株式会社 メディアハウスサウンドデザイン
音声技術 株式会社 エス・シー・アライアンス メディア・エンターテイメント社
作曲
加藤 慶
★「シアター宙（ソラ）」について
ＴｅＮＱのメインコンテンツである「シアター宙（ソラ）」は、直径１１ｍの穴が開いたシアターを覗き
込む独自のスタイルで、宇宙や地球をこれまでとは違った視点で捉え、足元にまで映像が流れ込む
浮遊感や臨場感を体感できるほか、４Ｋ超の映像は美しく息をのむような鮮明さ・立体感を表現します。
（国内特許取得）

『星の王子さまと旅する星座スタンプラリー』
期間中、ＴｅＮＱ館内で星の王子さまと星座スタンプを集めるスタンプラリーです。スタンプを全て集め、
『星の王子さま』に関わるキーワードを探して応募すると、抽選で『星の王子さま』グッズも当たります。
◎期

間：２０１８年７月４日（水）～１１月４日（日）

◎内

容：入館時に参加用紙を受け取り、館内を巡って星の王子さまと
星座のスタンプを集めます。スタンプを全て集め、『星の王子
さま』に関わるキーワードを探して応募すると、抽選で『星の
王子さま』グッズをプレゼントします。
金：ＴｅＮＱ入館料に含む

※応募はお一人様１回

◎料

星座スタンプ イメージ

★ＴｅＮＱ４周年特別企画展『星の王子さまミュージアム×ＴｅＮＱ
星の王子さまと旅する宇宙』 概要
Ｔ ｅ Ｎ Ｑ 内の 企画展示室で は 、 ４ 周年特別企画展と し て「 星の 王子さ ま ミ ュ ー ジ ア ム 箱根サ ン = テ グ
ジ ュ ペリ」 と コ ラ ボ レ ー シ ョ ン し 、 『 星 の 王 子 さ ま ミ ュ ー ジ ア ム × Ｔ ｅ Ｎ Ｑ 星 の 王 子 さ ま と 旅 す る 宇 宙 』
を開催します。本展では、王子さまが旅した星の世界を表現し、作品中に登場する「大切なことば」
の数々を紹介するとともに、本当の宇宙に広がる神秘の
世界をお伝えします。また、会場内には本展オリジナルの
フォトスポットも登場します。
◎名

称：ＴｅＮＱ４周年特別企画展
『星の王子さまミュージアム×ＴｅＮＱ
星の王子さまと旅する宇宙』

◎期

間：２０１８年７月４日（水）～１１月４日（日）

◎入 場 料：ＴｅＮＱ入館料に含む
◎場

所：ＴｅＮＱ内 企画展示室

Le Petit Prince™ Succession Antoine de Saint-Exupéry licensed by
（株）Le Petit Prince™ 星の王子さま™

◎制作協力：星の王子さまミュージアム 箱根サン=テグジュペリ
◎科学監修：国立天文台

◎内
容：
Ｃｈａｐｔｅｒ １／『星の王子さま』とは？
名作『星の王子さま』の作品解説やあらすじ映像（約５分）をはじめ、世界で翻訳
された貴重な書籍を紹介します。
Ｃｈａｐｔｅｒ ２／王子さまが旅した星のおとなたち
王子さまが旅した７つの星のおとなたちとの出会いや言葉をたどります。
Ｃｈａｐｔｅｒ ３／王子さまと名言集
本展限定の、王子さまと一緒に写真が撮れるフォトスポットが登場します。また、
本のページがめくられるように、壁面に映し出される名言とイラストが楽しめます。
Ｃｈａｐｔｅｒ ４／地球で出会った友だち・キツネ
王子さまとキツネの出会いを壁面に表現し、キツネが王子さまに教えてくれた秘密
について振り返ります。物語に入り込んだかのような写真を撮ることもできます。
Ｃｈａｐｔｅｒ ５／『星の王子さま』と本当の宇宙
『星の王子さま』に登場するキーワードを元に、本当の宇宙という視点から物語を
お楽しみいただけます。（科学監修：国立天文台）
Ｃｈａｐｔｅｒ ６／五億の鈴
作者サン=テグジュペリや、「星の王子さまミュージアム 箱根サン=テグジュペリ」に
ついて紹介します。
そのほかにも、参加型コーナーのほか、館内のイマジネーションエリアなどで作品の世界観を体感
いただけるフォトスポットをお楽しみいただけます。

＜宇宙ミュージアムＴｅＮＱ 施設概要＞
●営業時間：平日／１１：００～２１：００、
土日祝・特定日／１０：００～２１：００（最終入館２０：００）
※７月１日（日）は１０：００～１９：００（最終入館１８：００）
※７月２日・３日は施設整備により休館
※７月３０日～８月３１日は特定日

●入 館 料：一般１,８００円、学生１,５００円、４歳～中学生１,２００円、
シニア（６５歳以上）１,２００円
※事前購入は、２００円引き。また、期間指定引換券を販売中
（公式サイトからのオンライン、またはセブンチケット）
※入館は１５分ごと。「ファミリーデー」 ７月１６日（月・祝）・２１日（土）、８月１５日（水）・２６日（日）を、
除く４歳未満の入館は不可（９月以降も不定期で開催予定）

●Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.tokyo-dome.co.jp/tenq/
お客様からのお問い合わせ先：宇宙ミュージアム ＴｅＮＱ（テンキュー） ＴＥＬ．０３－３８１４－０１０９

★宇宙ミュージアムＴｅＮＱ×東京ドームホテル バー「２０００」
コラボレーションメニュー“宇宙カクテル”
東京ドームホテル バー「２０００」は、“宇宙”をテーマにした
カクテル（全３種）を期間限定で提供します。
◎提供期間：２０１８年７月４日（水）～８月３１日（金）
◎場
所：東京ドームホテル６Ｆ バー「２０００」
◎時
間：平日・土曜日 １９：００～２７：００（Ｌ.Ｏ. ２６：００）
日曜日・祝日 １８：００～２４：００（Ｌ.Ｏ. ２３：００）
◎メニュー・価格：銀河・宙（ソラ） 各１,９４４円
コスモノーツ ２,１６０円
５種から選べる“宇宙にちなんだおつまみ”付き
※サービス料別

左から 銀河・宙（ソラ）・コスモノーツ

