小惑星リュウグウサンプルのレプリカ 展示施設一覧
展示場所

住所

展示団体名

1 北海道大学総合博物館

北海道札幌市北区

北海道大学総合博物館

2 旭川市科学館サイパル

北海道旭川市

旭川市科学館サイパル

3 北網圏北見文化センタープラネタリウム

北海道北見市

北網圏北見文化センター

4 釧路市こども遊学館

北海道釧路市

釧路市こども遊学館

5 帯広市児童会館

北海道帯広市

帯広市教育委員会

6 なよろ市立天文台

北海道名寄市

なよろ市立天文台

7 大樹町宇宙交流センターSORA

北海道大樹町

大樹町（銀河連邦タイキ共和国）

8 りくべつ宇宙地球科学館

北海道足寄郡陸別町

りくべつ宇宙地球科学館

9 余市宇宙記念館

北海道余市郡余市町

余市宇宙記念館

10 厚岸町海事記念館

北海道厚岸郡厚岸町

厚岸町海事記念館

11 八戸市視聴覚センター・児童科学館

青森県八戸市

八戸市視聴覚センター

12 黒石市立 六郷公民館

青森県黒石市

黒石すばるの会

13 青森県立三沢航空科学館

青森県三沢市

青森県立三沢航空科学館

14 大船渡市立博物館

岩手県大船渡市

大船渡市（銀河連邦サンリクオオフナト共和国）

15 奥州宇宙遊学館

岩手県奥州市

奥州宇宙遊学館

16 一戸町コミュニティーセンター

岩手県二戸郡一戸町

一戸町観光天文台

17 田中舘愛橘記念科学館

岩手県二戸市

田中舘愛橘記念科学館

18 角田市スペースタワー・コスモハウス

宮城県角田市

角田市（銀河連邦カクダ共和国）

19 秋田大学大学院附属鉱業博物館

秋田県秋田市

秋田大学大学院国際資源学研究科

20 サイエンスパーク・能代市子ども館

秋田県能代市

能代市（銀河連邦ノシロ共和国）

21 能代市観光案内所

秋田県能代市

特定非営利活動法人 能代観光協会

22 河北町総合交流センター サハトべに花

山形県西村山郡河北町

河北町総合交流センターサハトべに花

23 会津若松市生涯学習総合センター

福島県会津若松市

会津そらの会

24 郡山市ふれあい科学館スペースパーク

福島県郡山市

郡山市ふれあい科学館

25 つくばエキスポセンター

茨城県つくば市

つくばエキスポセンター

26 日立シビックセンター科学館

茨城県日立市

公益財団法人日立市民科学文化財団

27 栃木県子ども総合科学館

栃木県宇都宮市

栃木県子ども総合科学館

28 那須野が原博物館

栃木県那須塩原市

那須野が原博物館

29 高崎市少年科学館

群馬県高崎市

高崎市少年科学館

30 ぐんまこどもの国児童会館

群馬県太田市

ぐんまこどもの国児童会館

31 向井千秋記念子ども科学館

群馬県館林市

向井千秋記念子ども科学館

32 群馬県立ぐんま天文台

群馬県吾妻郡高山村

群馬県立ぐんま天文台

33 群馬県立自然史博物館

群馬県富岡市

群馬県立自然史博物館

34 星と宇宙のミニ博物館 青星

埼玉県さいたま市

星と宇宙のミニ博物館 青星

35 さいたま市青少年宇宙科学館

埼玉県さいたま市浦和区

さいたま市青少年宇宙科学館

36 吉川市児童館ワンダーランド

埼玉県吉川市

吉川市児童館ワンダーランド

37 所沢航空発祥記念館

埼玉県所沢市

公益財団法人日本科学技術振興財団

38 NAZELAB

埼玉県秩父郡横瀬町

一般社団法人タテノイト

39 千葉市科学館

千葉県千葉市中央区

千葉市科学館

40 千葉県立現代産業科学館

千葉県市川市

千葉県立現代産業科学館

41 千葉県立東金青少年自然の家

千葉県東金市

千葉県立東金青少年自然の家

42 白井市文化センター内 白井市郷土資料館 千葉県白井市

白井市文化センター・プラネタリウム

43 まるちたいけんドーム（プラネタリウム）

東京都足立区

ギャラクシティ

44 足立区立舎人図書館

東京都足立区

足立区立舎人図書館

45 コスモプラネタリウム渋谷

東京都渋谷区

コスモプラネタリウム渋谷

46 ニコンミュージアム

東京都港区

株式会社ニコン

47 宇宙の店 浜松町本店

東京都港区

株式会社ビー・シー・シー

48 大妻女子大学総合情報センター図書館

東京都千代田区

大妻女子大学 宇宙環境ゼミ

49 品川区立五反田文化センター プラネタリウム 東京都品川区

品川区立五反田文化センター

50 日本科学未来館

日本科学未来館

東京都江東区

展示場所

住所

展示団体名

51 國學院大學久我山高等学校

東京都杉並区

國學院大學久我山高等学校 地学部

52 世田谷区教育会館

東京都世田谷区

世田谷区立中央図書館プラネタリウム

53 墨田区立緑図書館

東京都墨田区
54 千葉工業大学東京スカイツリータウン®キャンパス 東京都墨田区

千葉工業大学 惑星探査研究センター

墨田区立緑図書館

55 練馬区立平和台図書館

東京都練馬区

練馬区立平和台図書館

56

東京都八王子市

コニカミノルタ サイエンスドーム

57 府中市郷土の森博物館

東京都府中市

府中市郷土の森博物館

58 稲城市立ｉプラザ図書館

東京都稲城市

稲城市立ｉプラザ図書館

59 稲城市立中央図書館

東京都稲城市

稲城市立中央図書館

60 国分寺市立cocobunjiプラザ

東京都国分寺市

国分寺市文化振興課

61 各地の小学校や公民館などで展示

東京都国立市

有限会社天窓工房

62 清瀬市郷土博物館

東京都清瀬市

清瀬市郷土博物館

63 多摩六都科学館

東京都西東京市

多摩六都科学館

64 東大和市立郷土博物館

東京都東大和市

東大和市立郷土博物館

65 吉野宿ふじや

神奈川県相模原市緑区

相模原市

66 尾崎咢堂記念館

神奈川県相模原市緑区

相模原市

67 ソレイユさがみ
68 相模原市立橋本公民館

神奈川県相模原市緑区

ソレイユさがみ

神奈川県相模原市緑区

相模原市

69 相模原市立博物館

神奈川県相模原市中央区

相模原市（銀河連邦サガミハラ共和国）

70 相模原市立中央公民館

神奈川県相模原市中央区

相模原市

71 麻布大学いのちの博物館

神奈川県相模原市中央区

麻布大学いのちの博物館

72 カナコー天文台

神奈川県相模原市南区

カナコー天文台

73 横浜市歴史博物館

神奈川県横浜市都筑区

横浜市歴史博物館

74 三菱みなとみらい技術館

神奈川県横浜市西区

三菱みなとみらい技術館

コニカミノルタ サイエンスドーム（八王子市こども科学館）

75 はまぎん こども宇宙科学館

神奈川県横浜市磯子区
76 川崎市青少年科学館（かわさき宙と緑の科学館） 神奈川県川崎市多摩区

はまぎん こども宇宙科学館

77 ロマンスカーミュージアム

神奈川県海老名市

ロマンスカーミュージアム

78 神奈川工科大学厚木市子ども科学館

神奈川県厚木市

神奈川工科大学

79 在日米陸軍基地管理本部施設内

神奈川県座間市

在日米陸軍基地管理本部広報室

80 平塚市博物館

神奈川県平塚市

平塚市博物館

81 新潟県立自然科学館

新潟県新潟市中央区

新潟県立自然科学館

82 上越清里 星のふるさと館

新潟県上越市

上越清里星のふるさと館

83 上越科学館

新潟県上越市

上越科学館

84 糸魚川フォッサマグナミュージアム

新潟県糸魚川市

糸魚川フォッサマグナミュージアム

85 富山市科学博物館

富山県富山市

富山市科学博物館

86 黒部市吉田科学館

富山県黒部市

公益財団法人黒部市吉田科学館振興協会

川崎市青少年科学館

87 サイエンスヒルズこまつ ひととものづくり科学館 石川県小松市

サイエンスヒルズこまつ

88 福井県年縞博物館

福井県三方上中郡若狭町

福井県年縞博物館

89 福井県自然保護センター

福井県大野市

福井県自然保護センター

90 福井市自然史博物館分館 セーレンプラネット 福井県福井市

福井市自然史博物館分館

91 山梨県立科学館

山梨県甲府市

山梨県立科学館

92 山梨県立博物館

山梨県笛吹市

山梨県立博物館

93 茅野市八ヶ岳総合博物館

長野県茅野市

茅野市八ヶ岳総合博物館

94 佐久市子ども未来館 企画展示室

長野県佐久市

佐久市（銀河連邦サク共和国）

95 いいづな歴史ふれあい館

長野県上水内郡飯綱町

いいづな歴史ふれあい館

96 上田創造館 美術館

長野県上田市

上田創造館

97 富士見高原のミュージアム

長野県諏訪郡富士見町

富士見町図書館

98 長野市立博物館

長野県長野市

長野市立博物館

99 中津川市鉱物博物館

岐阜県中津川市

中津川市鉱物博物館

岐阜県飛騨市

宇宙まるごと創生塾飛騨アカデミー

100 ひだ宇宙科学館カミオカラボ

展示場所

住所

展示団体名

101 笠松町歴史未来館

岐阜県羽島郡笠松町

笠松町歴史未来館

102 岐阜かかみがはら航空宇宙博物館

岐阜県各務原市

岐阜かかみがはら航空宇宙博物館

103 岐阜県博物館

岐阜県関市

岐阜県博物館

104 光ミュージアム

岐阜県高山市

一般財団法人 光ミュージアム

105 岐阜県先端科学技術体験センター

岐阜県瑞浪市

岐阜県先端科学技術体験センター

106 ストーンミュージアム博石館

岐阜県中津川市
107 国際文化交友会 月光天文台（3Fコスモワールド） 静岡県田方郡函南町

ストーンミュージアム博石館

108 ふじのくに地球環境史ミュージアム

静岡県静岡市駿河区

ふじのくに地球環境史ミュージアム

109 浜松科学館

静岡県浜松市中区

浜松科学館

110 奇石博物館

静岡県富士宮市

一般財団法人 地球の石科学財団

111 富士川楽座 わいわい劇場プラネタリウム

静岡県富士市

富士川楽座

112 ディスカバリーパーク焼津天文科学館
113 名古屋市科学館

静岡県焼津市

ディスカバリーパーク焼津天文科学館

愛知県名古屋市中区

名古屋市科学館

114 リニア・鉄道館 技術展展示エリア

愛知県名古屋市港区

リニア・鉄道館

115 愛知大学内の展示スペース

愛知県名古屋市

愛知大学 名古屋一般教育研究室

116 豊橋市視聴覚教育センター

愛知県豊橋市

豊橋市視聴覚教育センター

117 へきしんギャラクシープラザ

愛知県安城市

安城市教育委員会 生涯学習課

118 蒲郡市生命の海科学館

愛知県蒲郡市

蒲郡市生命の海科学館

119 全国アウトリーチ・リレー展示

愛知県知多郡武豊町

特定非営利活動法人ギガスター

120 ゆめたろうプラザ（武豊町民会館）

愛知県知多郡武豊町

武豊町文化発信事業実行委員会

121 一宮地域文化広場 有隣会館ロビー

愛知県一宮市

一宮地域文化広場

122 そらんぽ四日市 5階コズミックギャラリー

三重県四日市市

四日市市立博物館

123 エスコラピオス学園海星高等学校

三重県四日市市

エスコラピオス学園海星高等学校

124 あけぼのパーク多賀

滋賀県犬上郡多賀町

多賀町立博物館

125 京都大学

京都府京都市左京区

京都大学理学研究科地球惑星科学専攻

126 京都大学総合博物館

京都府京都市左京区

京都大学総合博物館

127 京都産業大学 神山天文台

京都府京都市北区

京都産業大学 神山天文台

128 京都市青少年科学センター

京都府京都市伏見区

京都市青少年科学センター

129 向日市天文館

京都府向日市

向日市天文館

130 福知山市児童科学館

京都府福知山市

福知山市児童科学館

131 大阪市立科学館 展示場

大阪府大阪市北区

地方独立行政法人 大阪市立科学館

132 堺市立ビッグバン

大阪府堺市南区

堺市立ビッグバン

133 堺市教育文化センター

大阪府堺市中区

ソフィア・堺プラネタリウム

134 四條畷市立野外活動センター

大阪府四條畷市

四條畷市立 野外活動センター

135 東大阪市立児童文化スポーツセンター

大阪府東大阪市

東大阪市立児童文化スポーツセンター

136 ちはや星と自然のミュージアム

大阪府南河内郡千早赤阪村

ちはや星と自然のミュージアム

137 兵庫県立舞子高等学校

兵庫県神戸市垂水区

兵庫県立舞子高等学校 天文気象部

138 姫路科学館

兵庫県姫路市

姫路科学館

139 明石市立天文科学館

兵庫県明石市

明石市立天文科学館

140 伊丹市立こども文化科学館

兵庫県伊丹市

伊丹市立こども文化科学館

141 にしわき経緯度地球科学館「テラ・ドーム」

兵庫県西脇市

にしわき経緯度地球科学館「テラ・ドーム」

公益財団法人 国際文化交友会

142 加古川総合文化センター ２F 宇宙科学館 兵庫県加古川市

加古川総合文化センター

143 玄武洞ミュージアム
144 兵庫県立大学 西はりま天文台

兵庫県豊岡市

145 猪名川天文台

兵庫県川辺郡猪名川町

公益財団法人 玄武洞ミュージアム
兵庫県立大学
猪名川天文台

146 橿原市立こども科学館

奈良県橿原市

橿原市立こども科学館

147 和歌山県立自然博物館

和歌山県海南市

和歌山県立自然博物館

148 鳥取市こども科学館

鳥取県鳥取市

鳥取市こども科学館

149 鳥取市さじアストロパーク

鳥取県鳥取市

鳥取市さじアストロパーク

150 島根県立三瓶自然館サヒメル

島根県大田市

島根県立三瓶自然館

兵庫県佐用郡佐用町

展示場所

住所

展示団体名

151 人と科学の未来館サイピア

岡山県岡山市北区

岡山県生涯学習センター

152 ボン・ヴォイージ

岡山県岡山市中区

ボン・ヴォイージ

153 倉敷科学センター プラネタリウムロビー

岡山県倉敷市

倉敷科学センター

154 広島市こども文化科学館

広島県広島市安佐南区

広島市こども文化科学館

155 広島オフィスセンター

広島県広島市南区

子ども宇宙アカデミー

156 広島大学

広島県東広島市

広島大学大学院先進理工系科学研究科

157 みよし風土記の丘ミュージアム

広島県三次市

みよし風土記の丘ミュージアム

158 呉市かまがり天体観測館

広島県呉市

呉市かまがり天体観測館

159 山口県立山口博物館

山口県山口市

山口県立山口博物館

160 山口大学 総合図書館

山口県山口市

山口大学大学院 創成科学研究科・理学部

161 防府市青少年科学館

山口県防府市

防府市青少年科学館

162 阿南市科学センター

徳島県阿南市

阿南市科学センター

163 徳島県立あすたむらんど 子ども科学館

徳島県板野郡板野町

徳島県立あすたむらんど 子ども科学館

164 天体望遠鏡博物館

香川県さぬき市

一般社団法人天体望遠鏡博物館

165 香川県立五色台少年自然センター

香川県高松市

香川県立五色台少年自然センター

166 愛媛大学ミュージアム

愛媛県松山市

愛媛大学

167 愛媛文華館

愛媛県今治市

公益財団法人 愛媛文華館

168 今治城 自然科学館

愛媛県今治市

今治城 自然科学館

169 愛媛県総合科学博物館

愛媛県新居浜市

愛媛県総合科学博物館

170 西予市立美術館ギャラリーしろかわ

愛媛県西予市

西予市立美術館ギャラリーしろかわ

171 八幡浜市民図書館

愛媛県八幡浜市

八幡浜市教育委員会

172 高知みらい科学館 展示室

高知県高知市

高知市教育委員会 図書館・科学館課

173 福岡市科学館5F 基本展示室

福岡県福岡市中央区

福岡市科学館

174 スペースLABO/北九州市科学館

福岡県北九州市八幡東区

北九州市科学館

175 北九州市立自然史・歴史博物館

福岡県北九州市八幡東区

北九州市立自然史・歴史博物館

176 福岡県青少年科学館

福岡県久留米市

福岡県青少年科学館

177 星の文化館

福岡県八女市

一般財団法人 星のふるさと

178 市民ミュージアム 大野城心のふるさと館

福岡県大野城市

大野城市

179 大野城市北コミュニティセンター

福岡県大野城市

NPO法人共働のまち大野城

180 佐賀県立宇宙科学館

佐賀県武雄市

佐賀県立宇宙科学館

181 長崎市科学館

長崎県長崎市

長崎市科学館

182 佐世保市少年科学館「星きらり」

長崎県佐世保市

佐世保市少年科学館「星きらり」

183 熊本博物館

熊本県熊本市中央区

熊本博物館

184 阿蘇火山博物館

熊本県阿蘇市

公益財団法人阿蘇火山博物館久木文化財

185 菊陽町図書館

熊本県菊池郡菊陽町

菊陽町図書館

186 梅園の里天球館

大分県国東市

NPO法人大分宇宙科学協会

187 えびの市歴史民俗資料館

宮崎県えびの市

えびの市歴史民俗資料館

188 宮崎科学技術館

宮崎県宮崎市

(公財)宮崎文化振興協会

189 たちばな天文台

宮崎県都城市

たちばな天文台

190 鹿児島県立博物館別館

鹿児島県鹿児島市

鹿児島県立博物館

191 鹿児島市立科学館

鹿児島県鹿児島市

鹿児島市立科学館

192 リナシティかのや情報プラザ

鹿児島県鹿屋市

株式会社まちづくり鹿屋

193 肝付町役場

鹿児島県肝属郡肝付町

肝付町役場（ウチノウラキモツキ共和国）

194 観光拠点施設「宙の家」

鹿児島県肝属郡肝付町

一般社団法人きもつき宇宙協議会

195 沖縄こどもの国ワンダーミュージアム
196 恩納村文化情報センター

沖縄県沖縄市
沖縄県国頭郡恩納村

公益財団法人沖縄こどもの国
恩納村文化情報センター

