
２０１１年２月１５日

報道関係者　各位

宗像ユリックスプラネタリウム

811-3437　福岡県宗像市久原 400

TEL 0940-37-2394　担当：加藤

３月１９日（土）リニューアルオープンのお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

宗像ユリックスプラネタリウムは、この度、機器の改修工事を行い、３月１９日（土）

リニューアルオープンいたします。

機材を 新鋭に入れ替え、より美しい星空の再現を始め、さらに宇宙の姿も見せる

プラネタリウムへと生まれ変わります。

また、初導入（日本初・西日本初・九州初）されるものも多く、話題満載のリニューアル

となります。

ご取材・ご紹介記事掲載等のご協力のほど、何卒、宜しくお願い致します。

【記者発表（内覧会）について】

また、オープンに先立ち、３月１７日（木）に記者発表（内覧会）を行います。

ご取材にお越しくださいますよう、お願い申しあげます。

　日時：　3月 17 日（木）　１４：００（１３：４５受付開始）

　場所：　宗像ユリックスプラネタリウム

　　　　　福岡県宗像市久原 400 番地　TEL 0940-37-2394

　内容：　新しく導入された機器の紹介・デモンストレーション　など

資料をご用意いたしますので、取材にお越しいただける際には事前にご連絡ください。

連絡先：宗像ユリックスプラネタリウム　TEL 0940-37-2394　担当：加藤

【オープニングセレモニーについて】　

　宗像市長挨拶（予定）

　日時：　3月 19 日（土）　９：３０

　場所：　宗像ユリックスプラネタリウム

　



★「星」
プラネタリウムの老舗 「カール・ツァイス」（ドイツ）が導入されます。
これまでよりも明るく、見つけやすい星を映し出します。
きっと、今まで以上に星座が見つけやすくなることでしょう。
また、プラネタリウム本体がコンパクトになるので、視界が遮られることが
少なくなります。

★「宇宙の地図」
新しいシステムには「宇宙の地図」が入っています。
今までは、地上から見た星空しか再現することができませんでしたが、
これからは、地球を飛び出し、様々な視点で宇宙を眺めていくことが
できるようになります。

★映像（高精細プロジェクター）

プラネタリウムのドームいっぱいに、周りの風景や星座の絵、宇宙の
ダイナミックな姿などを高精細な映像で映し出します。

★音（5.1ch サラウンド）

まるでオーケストラに囲まれているような、臨場感あふれる音楽をお楽しみ
いただけます。また、星空の解説も、聞き取りやすい音でお届けします。

★ワイドな座席
座席の幅が広くなるので、ゆったりと座ることができ、より快適に星空を
お楽しみいただけます。

★解説スタイル
これまでと同じように、解説員が星空や天文現象、最新の宇宙の姿を紹介して
いきます。お客様とともに星空を見上げ、解説していくスタイルは変わりません。
新たな機器による多彩な表現で、これからも星や宇宙の魅力を伝えていきます。 

リニューアル内容について（資料）
３月１９日（土）リニューアルオープン

2011.2.15 現在



＜　1. 九州初。ドイツ製 カール・ツァイス のプラネタリウム ＞

メーカー名：カール・ツァイス　

　　　　　　( Carl Zeiss AG )

機種名：スカイマスター　ＺＫＰ４　

　　　　　　（ SKYMASTER ZKP4 )

星の数：約 7,000 個

　　　　肉眼で見える星すべてが再現

・天の川は専用投影機を搭載し細微にわたり再現

●カール・ツァイス

　・ ドイツの光学メーカー。カメラレンズを始めとした様々な光学製品を開発。

　・ 1923 年に世界で初めて現在のスタイルのプラネタリウムを開発。

　・ プラネタリウムでは、世界に６００事例以上の実績を持つ。 （当館で 611 館目となる）

　・ カール・ツァイスのプラネタリウムは九州初上陸。

● スカイマスター ＺＫＰ４

　・ カール・ツァイスが製造している 6～ 14ｍドーム仕様のプラネタリウム

　・ これまでのプラネタリウムに比べ非常にコンパクトである。

　・ 現在２０台以上の納品・注文があるが、日本では初導入。

● その他の注目点

　・ カール・ツァイスの製品は精度が高く、さらに丈夫で耐久年数が長い。

　・ 日本国内のプラネタリウムは３５０機以上あるが、カール・ツァイスは８館１０機目。

　　稼働中のものは４機 （当館含め）と大変希少。

　　（明石市立天文科学館 旭川市科学館 名古屋市科学館（3/19 リニューアル）　宗像ユリックス）　　 

　・ 日本でカール・ツァイスを新規で（リニューアルを除き）導入するのは、

　　1963 年の旭川以来４８年ぶりである。
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●　一番の特徴
　　独自の光ファイバー技術を採用し、一つ一つの星がさらに綺麗に輝いて見える。

新しいプラネタリウムでは、このように 本物そっくりの星空が再現することができます。これは、独自の
ファイバー技術を採用し、一つ一つの星が美しく輝いているためです。

このように光ファイバーで恒星原板まで届けられる
線は、星の数つまり７０００本にもなります。
このような細部な技術によって、美しい星をご覧
いただくことができるのです。

（参考イメージ　実物ではありません）
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新しいプラネタリウムの星空（実写）。魚眼レンズにてドーム全体を撮影。



＜　２. 西日本初導入のソフトウェア＆高精細プロジェクター ＞

● ソフトウェア：ユニビュー（ Uniview ）
　制作： SCISS　AB　・　（株）オリハルコンテクノロジーズ

　・アメリカ自然史博物館ヘイデンプラネタリウムが開発した最新鋭の天文ソフト

　　（スペースエンジン）。

　・世界最高峰の宇宙データベース 「デジタル・ユニバース（ Digital Universe ）」 を搭載

　　NASA 等の協力のもと最新の研究成果を取り入れつつ、日々進化し続けている。

　・これまでに分かっている宇宙の姿がデータ化。美しい地球から宇宙の果てまで再現可能。

　・他にはない圧倒的な映像クオリティと、秀逸な操作性。

　・日本のプラネタリウムでは、山梨県立科学館、日立シビックセンター

　　（同日リニューアルオープン）に続き、西日本では初導入。

● ソフトウェア：ステラドーム・プロフェッショナル
　制作： （株）アストロアーツ

　・多彩な表現や容易な操作現する全天周デジタルプラネタリウムソフト

　・多角的に学習出来るシミュレーション機能により、学習目的にも対応。

　・アストロアーツは、日本の天文シミュレーションソフトとしては圧倒的シェア

　● プロジェクター：

　　　４Ｋ×２Ｋピクセル＆魚眼レンズ
　　製作： （株）東京現像所 ＋ （株）日本ビクター

　・フルハイビジョンテレビの４倍以上

　　（4096*2400 ピクセル）のプロジェクター。

　　日本ビクター :DLA-SH4K

　・特製魚眼レンズを使用しドーム全体に映像を

　　映し出す。

　　東京現像所：単眼魚眼レンズ式プロジェクション

　・これらにより、１２ｍドームに高精細な映像を

　　映しだすことが可能に。

ユニビューのイメージ

最新鋭の宇宙の地図（ソフトウェア）と高精細プロジェクターにより、これまでにない

映像演出が可能。星空から宇宙まで表現するプラネタリウムへ。
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＜　３. 改良されたドーム空間と音響システム ＞

★ イス
・ ４５ｃｍだったイスの幅を５５ｃｍに拡張。

　９７席から８０席へ席数を減らし、 成人の平均男性がゆったり座れる座席幅を確保。

・ 稼働座席が２席から６席へ。車椅子で来館者される方へのスペースを確保。

★ 静粛性
・ 映像機器のデジタル化により、機器の点数が減少。静粛性が高まり、機器からの

　騒音が今までに比べ少なくなる。プラネタリウム本体の動作音が少なくなるため、

　プログラムに集中できる環境を提供。

★ 5.1 サラウンド
・ 今回のリニューアルにより、音響は通常のステレオ

　から 5.1 サラウンドシステムを採用。

・ 様々な設定が可能な音響システムにより、

　プログラムや来館者に合わせて最適な音量や周波数

　レベル調整が可能。

・ 高品質の BGM や迫力の効果音、解説員のナレー

　ションなど、必要に応じて可能な限りの最良の

　音を表現。

★ コンパクト＆エレベーター内蔵のプラネタリウム
・ プラネタリウム本体がコンパクトで死角スペースが少ないため、実際の星空に近い

　ドーム中央の座席が増える。

・ プラネタリウムに上下に動くエレベーター（昇降装置）が搭載。

　必要に応じてプラネタリウムを下げ、プラネタリウム本体が映像の妨げにならないよう

　工夫がなされている。

実際に使用されるサブウーハー

★ LED 照明
・ ドーム内照明に LED を採用。省エネ化を図ると共に、LED ならではの照明効果を演出。
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＜　４. 対象年齢に合わせたテーマプログラムを用意 ＞

★コンセプト
・　３つのテーマプログラムを設定。

　 テーマは対象年齢に合わせたプログラム構成。

　 （こども向け、おとな向け、リニューアル記念）

　 客層を揃えることで、顧客満足度を高める。

・　３つのテーマは開始時刻が決まっている。

　 定着度、リピーター率を高める。

・　すべてのプログラムは、解説員が今夜の星座

　 案内や宇宙などについて話しながら展開される。

・　新システムにより、「星空」だけでなく「宇宙」

   までも表現するプラネタリウムへ生まれ変わる。

　これらのコンセプトにより展開されるのは、

　九州では宗像ユリックスだけ。

新システムに合わせたプログラムは、宗像ユリックスプラネタリウムを運営する

NPO 法人エム・ワイ・ピーがすべて制作。

★３つのテーマプログラム

＜こども向け　対象：４歳～小学校低学年＞

　タイトル：ほしぞらクレヨン★

　内容：小さなお子様連れのファミリーを対象にした

　　　　プログラム。

　　　　新システムにより、星空に楽しい絵や様々な

　　　　動き出す星座が描かれ、子どもたちに夢のある

　　　　世界が展開される。

＜おとな向け　対象：小学生以上～＞

　タイトル：宇宙の果てまで

　内容：３ヶ月に一度タイトル（内容）を変更して、

　　　　星空や宇宙について紹介。今回は宗像から

　　　　宇宙の果てまで、新システムの醍醐味を交えた

　　　　プログラム。

＜リニューアル記念　対象：小学生以上～＞

　タイトル：リニューアル記念

　内容：新システムのソフトウェア「ユニビュー」を

　　　　駆使し、様々な宇宙の世界を、5.1 サラウンド

　　　　システムによる美しい BGM と共にお楽しみいた

　　　　だく大人向けプログラム。
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＜こども向け＞

ほしぞらクレヨン

＜おとな向け＞

宇宙の果てまで

＜リニューアル記念＞

１１：００

１３：００

１４：００

１５：００

１６：００

★ 土・日・祝日

上記以外の時間帯は団体枠

１５：００

１６：００

（月曜休館・祝日の場合は翌平日）　

＜こども向け＞

ほしぞらクレヨン

＜おとな向け＞

宇宙の果てまで

＜リニューアル記念＞

１１：００

１２：００

１３：００

１４：００

１５：００

１６：００

★ ３月１９日（土）～ ４月１０日（日）
（月曜休館・祝日の場合は翌平日（3/22)）

リニューアルオープン期間は一日６回実施

学習プログラムは 9:30 ～ 13:50 スタートまで。6月より学校団体のみ実施

★ 新学習指導要領に添った小学校用プログラム

さらに充実した学習プログラムを制作。

平成２３年度からスタートする新学習指導要領

に基づいて、解説員によるわかりやすい天文の

学習を実施。

授業の進行度合いや理解度に合わせて解説員が

説明を行う。

新システムを駆使し、教科書の内容だけに留ま

らず、星や宇宙に対する夢を育むプログラムを

目指す。

・ 小学４年生：６月１日より開始

・ 今年度より指導要領の対象となった

  小学６年生は９月より対応予定

★ 開始時刻

★ 平日
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＜　５. プラネタリウム インフォメーション ＞

●３歳以下無料・但し要保護者同伴

●団体予約について：４月１０日（日）までは団体予約は不可。

　　　　　　　　　　以後　曜日・開始時刻によっては受付できない場合がある。

＜こども向け＞

＜学習＞

＜おとな向け＞
＜リニューアル記念＞

一　般 団体（30 人以上）

４歳以上一律　１００円

おとな　　　　３１０円
小中学生　　　１５０円
４歳以上の幼児１００円

４歳以上一律　１００円

おとな　　　　２５０円
小中学生　　　１２０円
４歳以上の幼児　８０円

★ 観覧料

★ 休館日

毎週月曜日（祝日の場合は翌平日）

★ 住所・連絡先・Web サイト

名 称：宗像ユリックスプラネタリウム

住 所：811-3437　福岡県宗像市久原４００番地

電 話・ファックス： 0940-37-2394 (9:30 ～ 17:30）

ウェブサイト： （PC) http://hosizora.com　（携帯） http://k.hosizora.com

これらの資料は、2011 年 2 月 15 日現在のものです。

予定は変更される場合がありますので、情報掲載頂ける際には

必ずご連絡をお願いいたします。

TEL 0940-37-2394 宗像ユリックスプラネタリウム　担当：加藤
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