プラネタリウム出張上映

2003 年～2020 年

実績一覧

2003 年
甲斐市立竜王東保育園（山梨県甲斐市）はじめての出張上映
2004 年
ブルーアース甲西校（山梨県南アルプス市）
NPO 法人発見工房クリエイト（神奈川県川崎市）
山梨市市民会館（山梨県山梨市）
個人サークル（山梨県増穂町）
中央市立北保育園（山梨県中央市）
横河エレクトロニクス・マニファクチャリング株式会社（山梨県甲府市）
中央市立田富図書館（山梨県中央市）
山梨バプテスト教会（山梨県甲府市）
山梨市市民会館（山梨県山梨市）
甲府市中央公民館（山梨県甲府市）ライトダウンやまなし
NPO 法人発見工房クリエイト（神奈川県川崎市）
田富みかさ幼稚園（山梨県中央市）
石和こすもす教室（山梨県笛吹市）
宇宙少年団相模原分団（神奈川県相模原市）
山梨県立甲府養護学校（山梨県甲府市）
山梨県ボランティア NPO センター（山梨県甲府市）
2005 年
牧丘町立牧丘第三小学校（山梨県牧丘町）
個人サークル（山梨県増穂町）
山梨県ボランティア・NPO センター（山梨県甲府市）
山梨県立青少年センター（山梨県甲府市）
山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンター（山梨県北杜市）
東北電力能代火力発電所エナジアムパーク（秋田県能代市）
大阪市消費者センター（大阪市コスモスクエア ATC）
生涯学習センターこぶちざわ（山梨県小淵沢町）
中央市立田富図書館（山梨県中央市）
八ヶ岳ロイヤルホテル（山梨県北杜市）
JATA 世界旅行博 2005（東京ビッグサイト）オーストラリア政府観光局ブース
甲府市中央公民館（山梨県甲府市）ライトダウンやまなし
仙台市役所前広場（宮城県仙台市）わくわくエネルギーふれあいタウン
山形県産業科学館（山形市霞城セントラル）
大丸大阪心斎橋店（大阪府大阪市）
2006 年
青森県観光物産館アスパム エネルギー館（青森県青森市）
リバーサイド住宅公園（山梨県中央市）
日立ハウジングステーション（茨城県日立市）
京成ユアエルム八千代台店（千葉県八千代市）
東戸塚西武百貨店（神奈川県横浜市）
中央市立田富図書館（山梨県中央市）
tvk ハウジングプラザ横浜（神奈川県横浜市）
横浜四季の森フォレオ（神奈川県横浜市）

ABC ハウジング明石・海岸通り住宅公園（兵庫県明石市）
田無住宅公園（東京都西東京市）
港北インター住宅公園（神奈川県横浜市）
甲府あるじゃん（山梨県甲府市）ライトダウンやまなし
キロロリゾート（北海道余市郡）
東広島運動公園（広島県東広島市）
山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンター（山梨県北杜市）
北関東自動車道唐桶山トンネル（茨城県友部町）市民見学会
山梨県立科学館（山梨県甲府市）サイエンスキャンプ
ホテル日航東京（東京都港区）ウェディングフェア
ホテル日航東京（東京都港区）新車発表会アンベール
横浜赤レンガ倉庫（神奈川県横浜市）ビアホール
八景島シーパラダイス（神奈川県横浜市）
レストランジャルダン（福井県福井市）ウェディングフェア
2007 年
身延町立図書館（山梨県南巨摩郡）
市沢地区センター（神奈川県横浜市）
能登原子力センター（石川県羽咋郡志賀町）
イオンララパークショッピングセンター（三重県伊勢市）
恵比寿ガーデンプレイスタワー（東京都渋谷区）企業イベント
芝浦工業大学豊洲キャンパス（東京都江東区）
オギノ昭和ショッピングモール JOY（山梨県中巨摩郡）ライトダウンやまなし
富岡並木地区センター（神奈川県横浜市）
アルパークショッピングセンター（広島県広島市）
伊豆の国市立中央図書館（静岡県伊豆の国市）
城山体験学習館（東京都稲城市）いなぎ子ども体験塾
個人（神奈川県箱根町）
わらび住宅展示場（埼玉県蕨市）
カタクラ住宅展示場（埼玉県浦和市）
戸田公園住宅展示場（埼玉県戸田市）
石神井公園住宅展示場（東京都練馬区）
下和泉地区センター（神奈川県横浜市）
センチュリープラザ NAKA（茨城県那珂市）
西神南ショッピングセンターセリオ（兵庫県神戸市）
市民ギャラリーあざみ野（神奈川県横浜市）
イオンモール倉敷（岡山県倉敷市）
ウエディングセントラルパーク（静岡県浜松市）ウェディングフェア
東京シティービュー（六本木ヒルズ）ミシュランガイド東京 2008 出版パーティー
メゾンドブランシュ ローズガーデン（福井県福井市）ウェディングフェア
エグリーズ・ドゥ・葉山庵（埼玉県さいたま市）オープニングフェア
ホーリーザイオンズパーク・セント・ヴァレンタイン（岡山県岡山市）トークショー
ウエディングセントラルパーク（静岡県浜松市）レストランディナーフェア
軽井沢結婚式場（個人）
藤沢結婚式場（個人）
2008 年
個人サークル（群馬県吾妻郡）
マンション自治会（東京都小平市）
卸町会館サンフェスタ（宮城県仙台市）仙台トヨペット
東京タワー水族館（東京都港区）
東京電力 TEPCO 銀座館（東京都中央区）
金森赤レンガ倉庫 BAY はこだて（北海道函館市）
イオンララパークショッピングセンター（三重県伊勢市）

ロックシティ佐沼ショッピングセンター（宮城県登米市）
プリオ豊川（愛知県豊川市）
DICE 川崎（神奈川県川崎市）
金森赤レンガ倉庫 BAY はこだて（北海道函館市）
オギノ昭和ショッピングモール JOY（山梨県昭和町）ライトダウン甲府バレー
東京ガス株式会社 甲府支社（山梨県甲府市）
ロックシティ防府ショッピングセンター（山口県防府市）
城山体験学習館（東京都稲城市）いなぎ子ども体験塾
甲府オリオン通り商店会（山梨県甲府市）
中央市立田富北保育園（山梨県中央市）
マーサ 21 ショッピングセンター（岐阜県岐阜市）
都立夢の島熱帯植物館（東京都江東区）
甲府富士屋ホテル（山梨県甲府市）
エスパスフェリシモ（兵庫県神戸市）社内イベント
ザ・ハウス愛野（静岡県袋井市）ウェディングフェア
ホテル日航東京（東京都港区）シンポジウム
2009 年
江東区環境学習情報館えこっくる江東（東京都江東区）
江東区環境学習情報館えこっくる江東（東京都江東区）
東京イースト 21（東京都江東区）
ジェイコムショップ南大阪（大阪府大阪狭山市）
浦和 PARCO（埼玉県さいたま市）
イオンモール広島祇園（広島県広島市）
私のしごと館（京都府相楽郡精華町）
東京電力 SwitchStation 山梨（山梨県中巨摩郡）
キヤノン S タワー（東京都港区）
アリオ鳳（大阪府堺市）
リブ住吉（神戸市東灘区）
イオン加西北条ショッピングセンター
本田技研工業株式会社（埼玉県和光市）
城山体験学習館（東京都稲城市）いなぎ子ども体験塾
甲府オリオン通り商店会（山梨県甲府市）
早稲田南町児童館（東京都新宿区）
小田原ラスカ（神奈川県小田原市）
簑沢地区ケアプラザ（神奈川県横浜市）
小田原ラスカ（神奈川県小田原市）
清里フォトアートミュージアム（山梨県北杜市）ライブホール
2010 年
ハウスクエア横浜（神奈川県横浜市）
クリスタ長堀（大阪市中央区）
鳴沢保育所（山梨県鳴沢村）
東京フィルムセンター映画・俳優専門学校（東京都江戸川区）
イトーヨーカドー本牧店（神奈川県横浜市）
イトーヨーカドー錦町店（埼玉県蕨市）
多治見ハウジングセンター（岐阜県多治見市）
曽木公民館（岐阜県土岐市）
港北インター住宅公園（神奈川県横浜市）
相模原住宅公園（神奈川県相模原市）
小菅村役場（山梨県小菅村）
ブルメール HAT 神戸（兵庫県神戸市）
山梨大学附属病院小児科（山梨県中央市）
サクラス戸塚（神奈川県横浜市）

シャポー市川（千葉県市川市）
津ハウジングセンター（三重県津市）
三春情報センター港南台本店（神奈川県横浜市）
早稲田南町児童館（東京都新宿区）
城山体験学習館（東京都稲城市）いなぎ子ども体験塾
環境学習情報館えこっくる江東（東京都江東区）
戸塚地区センター（神奈川県横浜市）
公所児童館（神奈川県大和市）
甲府市総合会館（山梨県甲府市）
帝国ホテル（東京都千代田区）ワインイベント
2011 年
新にしお産業物産フェア（愛知県西尾市）
イオン伊丹昆陽ショッピングセンター（兵庫県伊丹市）
グランドメゾン熱田の杜（愛知県名古屋市）
東京イースト 21（東京都江東区）
玉城中央公民館（沖縄県南城市）
南風原中央公民館（沖縄県島尻郡）
山梨県地場産業センター（山梨県甲府市）パルシステム山梨
イオン富士宮ショッピングセンター（静岡県富士宮市）
北海道電力とまりん館（北海道古宇郡泊村）
きらまつり（愛知県西尾市）
環境学習情報館えこっくる江東（東京都江東区）
城山体験学習館（東京都稲城市）いなぎ子ども体験塾
大府市勤労文化会館（愛知県大府市）市民イベント
山梨大学附属病院小児科（山梨県中央市）つみ木イベント
イオンタウン山梨中央（山梨県中央市）
サイカンシステム（埼玉県大宮市）セレモニーフェア
2012 年
東京イースト 21（東京都江東区）
三井アウトレットパーク倉敷（岡山県倉敷市）
ゆめタウン三豊（香川県三豊市）
アリオ八尾（大阪府八尾市）
イオンモール船橋（千葉県船橋市）
イオンモール伊丹昆陽（兵庫県伊丹市）
イトーヨーカドー南大沢店（東京都八王子市）
水戸エクセルみなみ（茨城県水戸市）
沖縄県豊見城市
沖縄県島尻郡与那原町
菅田地区センター（神奈川県横浜市）
イオンモール明和（三重県多気郡）
東京イースト 21（東京都江東区）
相模原住宅公園（神奈川県相模原市）
豊橋市民センター（愛知県豊橋市）
ありそドーム（富山県魚津市）魚津市イベント
沼津健康福祉プラザ（静岡県沼津市）静岡県東部緩和ケア研究会
エキュート品川（東京都港区）
さいたまスーパーアリーナ（埼玉県さいたま市）医療生協さいたま
オリナス錦糸町（東京都墨田区）
はるひ野小中学校（神奈川県川崎市）NPO 法人発見工房クリエイト
浅井病院（千葉県東金市）
恵比寿ガーデンプレイス（東京都渋谷区）新製品イベント
エーダンモール深沢（世田谷区東深沢商店街）

2013 年
環境学習情報館えこっくる江東（東京都江東区）
ハウスクエア横浜（神奈川県横浜市）
太閤園（大阪府大阪市）
草加市立松原小学校（埼玉県草加市）
イトーヨーカドー南大沢店（東京都八王子市）
沖縄県糸満市
沖縄県島尻郡八重瀬町
エクセルみなみ（茨城県水戸市）
ウェルディ長泉（静岡県駿東郡）
ブリーゼプラザ（大阪市北区）あんふぁん
ラズ大森（東京都大田区）
東京イースト 21（東京都江東区）
ありそドーム（富山県魚津市）魚津市イベント
千波小学校（茨城県水戸市）
はるひ野小中学校（神奈川県川崎市）NPO 法人発見工房クリエイト
高根町農村環境改善センター（山梨県北杜市）
アリオ蘇我（千葉県千葉市）
ファンネックス・アセット・マネジメント（東京都千代田区）
2014 年
えこっくる江東（東京都江東区）
浜っ子保育園（静岡県浜松市）
アリオ札幌（北海道札幌市）
東麻布学童クラブ（東京都港区）
東京イースト 21（東京都江東区）
NHK 千葉放送局（千葉市中央区）千葉宇宙ステーション
沖縄県南城市
沖縄県島尻郡南風原町
かわさきエコ暮らし未来館（神奈川県川崎市）
マークイズみなとみらい（神奈川県横浜市）
ミュー阪急桂（京都府京都市）
シオン小牧南会館（愛知県小牧市）
ありそドーム（富山県魚津市）魚津市イベント
自治医科大学（栃木県下野市）
株式会社シンフォニアテクノロジー（愛知県豊橋市）
冨岡自動車（滋賀県長浜市）
アライアンス・バーンスタイン（東京都千代田区）
エコメッセ春日井（愛知県春日井市）
のいちふれあいセンター（高知県香南市）
はるひ野小中学校（神奈川県川崎市）NPO 法人発見工房クリエイト
ホテルグランドティアラ安城（愛知県安城市）三河安城ロータリークラブ
大田区産業プラザ（東京都大田区）ビジネスフェア
中外製薬株式会社（静岡県御殿場市）
2015 年
えこっくる江東（東京都江東区）
瀧泉寺（山梨県中央市）自治会
オギノリバーシティショッピングセンター（山梨県中央市）
前橋テルサ（群馬県前橋市）
阿佐ヶ谷地域区民センター（東京都杉並区）
ガーデンシティ大崎（東京都品川区）
東京イースト 21（東京都江東区）
日本生命ライフプラザ品川（東京都港区）

永福和泉地域区民センター（東京都杉並区）
沖縄県豊見城市
沖縄県島尻郡与那原町
NTT 横須賀研究開発センター（神奈川県横須賀市）
妙深寺（神奈川県横浜市）
アリオ市原（千葉県市原市）
かずさ青年会議所（千葉県木更津市）
石川県産業会館（石川県金沢市）いしかわ環境フェア
石川県産業会館（石川県金沢市）中古車フェア
大人の相続四日市店（三重県四日市市）
ハウスクエア横浜（神奈川県横浜市）
阿佐ヶ谷地域区民センター（東京都杉並区）
定山渓ビューホテル（北海道札幌市）
ハイアットリージェンシー京都（京都市東山区）子ども文学賞
フクオカ・サイエンスマンス（福岡県春日市）
南山大学人類学フェスティバル（愛知県名古屋市）
はるひ野小中学校（神奈川県川崎市）NPO 法人発見工房クリエイト
企業パーティー（東京都渋谷区）
あじさい館（茨城県かすみがうら市）かすみがうら市イベント
鹿児島空港ターミナルビル（鹿児島県溝辺町）
ゆたかマタニティ超音波クリニック（大阪府大阪市）常設シアター
マークイズみなとみらい（神奈川県横浜市）オーロライベント
2016 年
高田馬場第二学童クラブ（東京都新宿区）
奈良県産業会館（奈良県大和高田市）マンション自治会
杉並区西荻地域区民センター（東京都杉並区）
平群西小学校跡地（奈良県平群町）平群町子育て・婚活イベント
井草地域区民センター（東京都杉並区）
清里高原ホテル（山梨県北杜市）
瀧泉寺（山梨県中央市）自治会
富士スバル太田店（群馬県太田市）アクティブライフイベント
東京楽天地（東京都墨田区）
沖縄県糸満市
沖縄県島尻郡八重瀬町
アリオ川口（埼玉県川口市）
アリオ市原（千葉県市原市）
ネッツトヨタ東埼玉キッズイベント（埼玉県白岡市）
下川淵学童保育所（群馬県前橋市）
東京藝術大学学園祭（東京都台東区）
南山大学人類学フェスティバル（愛知県名古屋市）
東京エレクトロン韮崎文化ホールイベント（山梨県韮崎市）
はるひ野小中学校（神奈川県川崎市）NPO 法人発見工房クリエイト
2017 年
イオンモール盛岡（岩手県盛岡市）
清里の森（山梨県北杜市）
（2017 年４月～2019 年 6 月：一時活動休止）
2019 年
新昭和ハウジングスクエア（千葉県君津市）
ワールドポーターズ（神奈川県横浜市）
下呂温泉水明館（岐阜県下呂市）

中スポーツセンター（愛知県名古屋市）ソラドーム完成試写会
茅ヶ崎市立円蔵小学校（神奈川県茅ケ崎市）
瑞浪市民体育館（岐阜県瑞浪市）おもしろ科学館 in みずなみ
産業能率大学（神奈川県伊勢原市）瑞木祭
山梨大学附属病院 小児科院内学級
社会福祉法人風祭の森 太陽の門福祉医療センター（神奈川県小田原市）
2020 年
（新型コロナウィルス感染症拡大のため活動休止）

