
コニカミノルタプラネタリウムのご紹介

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 TOKYO SKYTREE TOWN®

コニカミノルタプラネタリア TOKYO(有楽町マリオン) 2018年度冬オープン



コニカミノルタプラネタリウム 概略

コニカミノルタは､1958年に国産初のプラネタリウムを開発し、科学大博覧会（阪神パーク）に展

示して以来、国内外にプラネタリウムを提供・設置し、プラネタリウムを通じた天文教育をリードし

て参りました。

2004年には、星空の魅力をいっそう多くの皆様にご紹介することを目的として、直営館

「コニカミノルタプラネタリウム”満天” in Sunshine City」を開業いたしました。

“満天”では、最新のプラネタリウムシステムを導入し、また、有名アーティストとのコラボレーショ

ン作品、アロマの香る癒しのヒーリングプラネタリウム作品を上映することで、

プラネタリウムをエンタテイメントの場へと昇華させてまいりました。

“満天”は、2007年・2011年・2015年とリニューアルを重ね、2016年には累計来場者数が400万人

を突破しております。 2015年には、寝転んで星空に包まれる芝シート・雲シートを導入し、

ヒーリングプラネタリウムの上映を充実させるなど、都会に住む女性のお客様を中心に支持を

拡大してまいりました。

2012年5月には、日本の新しいランドマーク、東京スカイツリータウン®に2つ目の直営館

「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」 を開業いたしました。

来場者数は2016年には200万人を突破しております。2017年11月にはリニューアルを行い、

三日月シート、最新の３D音響 『Sound Dome™』 システムを導入し、星空の美しさだけでなく

リアルな体験をご提供します。

そして2018年度冬には有楽町マリオン(TOHO 日劇跡)に「コニカミノルタプラネタリア TOKYO※」

を開業予定です。※詳細は別紙リリースをご確認ください。

科学大博覧会（阪神パーク）1958年9月～11月
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１．リアルな満天の星

高輝度LED光源と32分割光学系により、星々の輝きを繊細

に投映。24,800個の恒星と約39万個の星で天の川を描きま

す。大気による瞬きも再現し、星空の質感までも表現します。

２．ダイナミックな全天周映像

ドーム全天360度に継ぎ目のない高画質映像を投映する、

全天周映像システムを設置。ドーム全体に広がる臨場感あ

ふれるＣＧ動画や実写による映像で、全天周の星空空間に

没入できます。

※2018年6月デジタル機器刷新のため約3週間の休業を予

定

３．プレミアムシート

寝転んでごろごろしたい「芝シート」、空に浮かぶようにふわ

ふわの「雲シート」。日々の慌ただしい生活で疲れた心を癒

す特別なプレミアムシートです。

４．2017年度グッドデザイン賞を受賞

当社が今までに培った技術を結集した「インフィニウム Σ」

は第46回 機械工業デザイン賞 日本デザイン振興会賞、

2017年度グッドデザイン賞を受賞しました。

プラネタリウム“満天”(池袋)の特長
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1．LED光源を導入し、限りなくリアルな星空を再現

見る人の心に残る美しい星空を再現する光学式投映機『

Infinium S(ｲﾝﾌｨﾆｳﾑ S)』。その光源に「高輝度白色LED」

を新たに導入し、星々の色彩をより豊かに、そして細やか

に再現します。

2．特別な時間を、もっと特別にする『三日月シート』

形状から材質、デザインに至るまで全てオーダーメイドで

製作された３席限定の特等席。視界を邪魔されることなく

寝転んで星空を愉しむことができます。

3．最新の3D音響 『SOUND DOM®』 システムを導入

47個のスピーカーが前後左右だけでなく、上下や回転とい

ったこれまで以上にきめ細かい音像移動表現が可能とな

り、まるでその場所に居るような「リアルな体験」を提供し

ます。

４．高輝度プロジェクターで壁面マッピング投映

ホワイエの2面を利用した縦3m×横13mの巨大プロジ

ェクションマッピング。4台のプロジェクターによっ

て美しい4K映像が映し出されます。

プラネタリウム“天空”(押上)の特長
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1．日本初のツインドームを備えたプラネタリウム施設

この施設は、「プラネタリウム」と「多目的ドームシアター」という日本初のツインドーム、さらに体験

型VRアトラクションを備えたドームシアターコンプレックスとなる予定です。

有楽町マリオンの「TOHOシネマズ 日劇」跡に2018年冬に開設を目指しております。

2．「プラネタリウム」の特徴

満天の星々はもちろん、臨場感や没入感が高いドーム映像、最新の立体音響「SOUND DOMEⓇ」

による音の移動を体感する作品など、星空を中心とした様々な作品を上映します。

3．「多目的ドームシアター」

最大8Kの高解像度ドーム映像が楽しめる多目的ドームシアターです。作品上映だけでなく、音楽ラ

イブなどの各種パフォーマンス、映像とコラボしたインタラクティブコンテンツ、イベントなどの実施を

予定しており、ドームシアターの新たな運営を追究します。

2018年冬に新直営館を有楽町に開業

４

施設名：「コニカミノルタプラネタリア TOKYO」

プラネタリウム 多目的ドームシアター



有名アーティストと星空のコラボレーション作品

アロマの香るヒーリングプラネタリウム作品

上映番組の特徴

その他人気アニメーションと
星空のコラボレーション作品 “満天”10周年記念作品 “天空”オープニング記念作品
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“満天”来場者プロファイル

６2016年度“満天”来場者アンケートより
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“天空”来場者プロファイル
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“満天” “天空” 来場者数

2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

“満天”

“天空”

“満天”
リニューアル

“満天”
リニューアル

“満天”
10周年

“天空”
オープン

※営業10ヵ月 ※営業10ヵ月 ※営業9ヵ月

54.7万人 49.2万人 42.1万人 42.7万人 37.8万人

35.0万人 32.6万人 40.2万人 40.8万人 35.8万人 32.7万人 31.3万人 41.4万人
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 名 称 コニカミノルタプラネタリウム“満天”in Sunshine city

 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

【アクセス】

・ＪＲ他 池袋駅東口より徒歩10分／地下鉄有楽町線 東池袋駅より徒歩5分

・首都高速５号線 東池袋出口直結

 営業時間 11時の回～20時の回 計10回 ※季節、イベントにより上映回数に変動あり

・毎時00分開始

・上映時間約40分 ※ただし、ヒーリングプラネタリウムは約40～50分

 営 業 日 定休日なし (上映作品入替期間とメンテナンス日は休館)

 席 数 芝シート：3席、雲シート5席、一般シート170席

 ドーム直径 16m

 主要機材 ・総合型プラネタリウムシステム「GEMINISTARⅢ MANTEN(ジェミニスタースリーマンテン)」

・光学式プラネタリウム「INFINIUM（インフィニウム）Σ」

・全天周デジタル映像システム「SKYMAX(スカイマックス) DSⅡ-R2」

 オープン日 2004年3月20日(土)

 運営会社 コニカミノルタプラネタリウム株式会社

代表取締役社長 持田 啓介、本社：東京都豊島区東池袋

コニカミノルタプラネタリウム“満天”の施設概要

９



 名 称 コニカミノルタプラネタリウム“天空”in TOKYO SKYTREE TOWN® 

 所 在 地 東京スカイツリータウン・イーストヤード7F (東京都墨田区押上)

【アクセス】

東武スカイツリーライン/東京メトロ半蔵門線/都営浅草線

京成押上線 各線 押上駅すぐ

首都高6号向島線 向島、駒形出口

 営業時間 11時の回～21時の回 （土日祝は10時の回あり、毎時00分開始）

上映時間約40分 ※ただし、ヒーリングプラネタリウムは約50分

 営 業 日 定休日なし (上映作品入替期間とメンテナンス日は休館)

 席 数 三日月シート：3席、一般シート189席

 ドーム直径 18m

 主要機材 統合型プラネタリウムシステム「GEMINISTAR Ⅲ TENKU （ジェミニスター スリー テンクウ）」

・光学式プラネタリウム「INFINIUM（インフィニウム） S NEO（ネオ）」

・デジタルプラネタリウム「Media Globe ∑（メディアグローブ シグマ）4KTEL」

 オープン 2012年5月22日(火)

 運営会社 コニカミノルタプラネタリウム株式会社

代表取締役社長 持田 啓介、 本社：東京都豊島区東池袋

コニカミノルタプラネタリウム“天空”の施設概要
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News Release 

 
日本初のツインドームを備えた 

「コニカミノルタプラネタリア TOKYO」 
～2018年度冬 有楽町マリオンに開設～ 

 

2018年3月22日 

 

コニカミノルタプラネタリウム株式会社(本社：東京都豊島区、社長：持田 啓介、以下 コニカ

ミノルタ)は、有楽町マリオンの「TOHOシネマズ 日劇」跡に2018年度冬に開設予定の施設の名

称を「コニカミノルタプラネタリア TOKYO」に決定したことをお知らせいたします。 

この施設は、「プラネタリウム」と「多目的ドームシアター」という日本初のツインドーム、さ

らに体験型VRアトラクションを備えたドームシアターコンプレックスとなる予定です。 

 

今から80年前の1938年、東京初のプラネタリウム「東日天文館(とうにちてんもんかん)」が開

設されたのは有楽町でした。その後、東京大空襲で焼失するまでの6年半の間、「東日天文館」は

東京の人々に星空の魅力を伝えていました。80年の時を経て、「コニカミノルタプラネタリア 

TOKYO」によって、有楽町に美しい星空が復活します。 

 

   
 

 

※画像はイメージであり、今後変更になる場合があります 

 

「コニカミノルタプラネタリア TOKYO」は、「宙(そら)と大切なことに出逢う」をコンセプト

に、最新の技術を駆使して、星や宇宙の映像をはじめ音楽映像やライブ鑑賞など、エッジの利い

た様々な没入型映像体験をトレンドに敏感なお客さまに向けて幅広く提供します。 

 

 

【 「コニカミノルタプラネタリア TOKYO」が提供する体験 】 

1．プレミアムな星空を提供するプラネタリウム 

世界有数のプラネタリウム機器メーカーでもあるコニカミノルタが、限りなくリアルで美しい

星空を提供するプラネタリウムです。 満天の星々はもちろん、臨場感や没入感が高いドーム映像、

最新の立体音響「SOUND DOMEⓇ」による音の移動を体感する作品など、星空を中心とした様々

な作品を上映します。 

 

  

プラネタリウム 多目的ドームシアター 
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2．高解像度ドーム映像が楽しめる多目的ドームシアター 

最大8Kの高解像度ドーム映像が楽しめる多目的ドームシアターです。作品上映だけでなく、音

楽ライブなどの各種パフォーマンス、映像とコラボしたインタラクティブコンテンツ、イベント

などの実施を予定しており、ドームシアターの新たな運営を追究します。 

床からドーム天頂にかけて、部屋全体を包み込むように映像を投映し、今までにない没入感で

ドーム映像体験を提供します。また、座席の配置パターンを変化させることで、パフォーマンス

用に広いスペースを確保したり、観客もスタンディングで参加するなど、様々な体験の可能性が

広がります。 

 

3．体験型VRアトラクション 

宇宙空間などのバーチャル空間を、複数人で共有することができるVRアトラクションです。 

参加者の動きで映像が変化するインタラクティブ性によってストーリーが展開するコンテンツ

など、コニカミノルタが運営するVR施設ならではの体験を提供します。 

 

 

【 新施設の概略 】 

施設名称 「コニカミノルタプラネタリア TOKYO」 

オープン予定 2018 年度 冬 

所在地 
東京都千代田区有楽町 2丁目 5-1 

有楽町マリオン 9・10階 

施設総面積 約 1,970m2 

施工・運営 コニカミノルタプラネタリウム株式会社 

 

 

※「日本初のツインドーム」とは観覧を目的とした常設のドームが同施設内に2つあり、それぞれ別々のコンテ

ンツを常時上映していることを意味します。 

※デザインやサービス内容は、変更される可能性があります。 

※オープン時期は都合により変更になる場合があります。 

 

 

――――――――――――――― 報道関係お問い合わせ先 ――――――――――――――― 
 

コニカミノルタ株式会社 広報グループ TEL：03-6250-2100 

 

 

有楽町マリオン 



直営館の課題と施策募集に関して



アイディア募集に向けて

１

一般的にプラネタリウムは「一生に3回（校外学習、デート、孫を連れて）
しかいかない施設」と言われています。

私たちは一般の方々もっとプラネタリウムを身近に感じてもらうための
【プラネタリウムという文化の醸成】と、

直営館を運営する上で、
【具体的な集客に直結する施策】の

二点が課題と考えております。

今回のアイディア募集では、上記のどちらかに絞らず、
幅広く柔軟なアイディアを募集いたします！



募集するアイディア

２

「そうだ、プラネタリウム行こう！」
と思ってもらえるアイディア

仕事終わりや学校終わりなど、特別な日だけではなく、
「ライブに行く」、「映画館に行く」、「エステ(ネイル)に行く」、「銭湯に行く」
と同じように、

日々の生活の中で「プラネタリウムに行く」が思い浮かぶようなアイディアを
募集いたします。



■直営館の課題
直営館は作品に特徴を持たせることで、「お出かけスポット」としての認知を高め、土日
祝祭日、大型連休、クリスマス、お盆などは13時頃～19時頃まではほぼ満席となります。

しかしながら、平日は充席率は20%～60%となっており、平日の集客(特に日中)が課題と
なっております。

直営館の課題(集客データより)

３
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180席⇒
■休日
■平日
※2015年～17
年平均値

満天集客データ



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

200席⇒

■休日

■平日
※2015年～17
年平均値
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直営館の課題(集客データより)②



具体的に施設来場（売り上げ増）につながる施策を幅広く募集します。

アイディア勝負の内容、リアルイベント、プレゼント施策からデジタルを
活用したPR施策まで、幅広く募集します。

＜ご検討いただく際に下記点をご確認ください＞

■ご検討の際の注意点

・一からのコンテンツ(先品)制作アイデアは募集しておりません。集客アイディアとしてご検討ください。

・通常営業での集客アイデアを募集します

(休業を伴うイベントもNGではありませんが、通常営業に重きを置いていただきたいです)

・ドーム内の飲食は基本的にNGです(ホワイエやロビーは飲食可能です)

・意図のない割引はご遠慮ください。

・「学習施設」ではなく、「エンタメ施設」としての打ち出しを意識してください。

・効果を見込める施策には必要な予算を用意する予定ですが、億単位の予算が必要など、

実現性が低い施策はご遠慮ください。

■ご検討の際に考慮頂けたら嬉しい点
・特に平日(昼間)の集客アイディアは実施に向け、前向きに検討します。

・単館でのアイディアも歓迎ですが、3つの直営館施設(満天・天空・プラネタリア TOKYO)で幅広く使えるアイデアを希望
します。

ご検討頂く際に

４



過去の施策例

５

■SNS/デジタルを活用したPR施策
2年前より本格的に導入し、Twitter、Instagram、リスティング(Yahoo、Google)は現在も実
施中です。
※バナー広告はCV率が悪かったので中止しています。

■プレゼント施策
・アーティストのサインやA写など活用したクリアファイルの配布
・声優の「ボイス」入りのカード配布
・女性向けブランド「SABON」とのコラボによる特別グッズ付きチケット販売

■リアルイベント施策
・進撃の巨人「リアル謎解き」ゲーム(満天・天空で実施)
・フォトスポット企画(星空との記念写真撮影会等)


