
【―般の方のお問い合わせ】

東京スカイツリーコールセンター TEL ０５７０－５５－０６３４（１１：００～１９：００）

東 武 鉄 道 株 式 会 社
東武タワースカイツリー株式会社
東武タウンソラマチ株式会社

２０２１年６月２２日

東武タワースカイツリーと東武タウンソラマチが運営する東京スカイツリータウン（本社：東京都

墨田区）において、２０２１年７月１５日（木）～２８日（水）（一部、９月５日（日）まで）の期間、『 Society 5.0

科学博 』（共同主催：内閣府、国立研究開発法人海洋研究開発機構（JAMSTEC））が開催されます。

本科学博は、第６期科学技術・イノベーション基本計画の開始年度にあわせて、日本が目指す科学

技術・イノベーションによる２０３０年ごろの未来社会の姿「Society 5.0」について、日本の有する

最先端かつ独創的な科学技術の展示物が総計２００点以上も集結する、未来社会を体感できる展示会

です。JAMSTECと宇宙航空研究開発機構（JAXA）が全面協力し、宇宙と海洋という日本の科学技術の

フロンティアが、東京スカイツリータウンでご覧いただけます。

さらに、本科学博では、インターネットを活用し、東京スカイツリータウンへ来場できない方も、

ご自分のスマートフォンやパソコンから、いつでも、どこからでもオンラインで体感できる「サイバー

展示」も実施します。

詳細につきましては、別紙を参照ください。

以 上

日本が想い描く「2030年の社会」を世界へ

Society 5.0科学博
～晴れわたる未来へ 今 想像力でつながろう～

場所：東京スカイツリータウンⓇ内各所
期間：２０２１年７月１５日（木）～２８日（水）一部、９月５日（日）まで

日本が想い描く「2030年の社会」を世界へ

Society 5.0科学博
～晴れわたる未来へ 今 想像力でつながろう～

場所：東京スカイツリータウンⓇ内各所
期間：２０２１年７月１５日（木）～２８日（水）一部、９月５日（日）まで

ソサエティソサエティ

△Society 5.0科学博キービジュアルと展示会場のイメージⒸTezuka Productions
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１． 「 Society 5.0科学博 」 イベント概要

※掲載内容は変更となる場合があります。
※画像はイメージです。
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【 Society 5.0とは 】 https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/

サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立
する、人間中心の社会（Society）。
狩猟社会（Society 1.0）、農耕社会（Society 2.0）、工業社会（Society 3.0）、情報社会（Society 4.0）に続く、新たな社会を
指すもので、第５期科学技術基本計画において我が国が目指すべき未来社会の姿として初めて提唱されました。

【天望回廊】

④ Society 5.0への軌跡
～ Society 5.0までの歩み～

【期間：7月15日～9月5日】

【４階スカイアリーナ特設パビリオン】

① Society 5.0の未来像

【期間：7月15日～7月28日】

【千葉工業大学

東京スカイツリータウンキャンパス】

⑤ Society 5.0シアター

【期間：7月15日～7月28日】

【東京スカイツリー１階団体フロア＆ソラマチひろば】

② 科学技術のフロンティア～宇宙と海洋～

【期間：7月15日～7月28日】

【東京スカイツリー１階団体フロア】

③ Society 5.0を実現する企業

【期間：7月15日～7月19日】

■期 間 ２０２１年７月１５日（木）～２８日（水） 一部、９月５日（日）まで

■開催者 共同主催 ：内閣府、国立研究開発法人海洋研究開発機構（JAMSTEC）

特別パートナー：東武鉄道、東武タワースカイツリー、東武タウンソラマチ

■場 所 東京スカイツリータウンⓇ内各所

■料 金 無料 ※東京スカイツリー天望回廊の展示は、別途、展望台への入場料金が必要です。

■内 容 会場① Society 5.0の未来像（東京スカイツリータウン４階スカイアリーナ特設パビリオン）

会場② 科学技術のフロンティア～宇宙と海洋～（東京スカイツリーⓇ１階団体フロア、ソラマチひろば）

会場③ Society 5.0を実現する企業（東京スカイツリー１階団体フロア）

会場④ Society 5.0への軌跡～Society 5.0までの歩み～（東京スカイツリー天望回廊）

会場⑤ Society 5.0シアター（千葉工業大学 東京スカイツリータウンキャンパス）

■ＷＥＢ https://society5expo.jp

©TOKYO-SKYTREETOWN

https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/
https://society5expo.jp/
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△「Society 5.0の未来像」特設パビリオンの展示（イメージ）
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会場① Society 5.0の未来像

■場 所 東京スカイツリータウンⓇ４階スカイアリーナ特設パビリオン

■期 間 ２０２１年７月１５日（木）～２８日（水）

■内 容 戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）、革新的研究開発推進プログラム（ImPACT）

の成果を中心とする、社会課題解決およびSociety 5.0実現に資する科学技術を結集。

Society 5.0に向けた未来社会づくりのため、どのような科学技術が開発され、これらが

私たちの暮らしにどう役立つのかを、５つのゾーンに分けて展示します。実施や模型の展示

に加え、映像を用いて現在の科学技術の到達点とその先に拓かれる未来像を表現します。

△「科学技術のフロンティア」～宇宙と海洋～
の展示（イメージ）

会場② 科学技術のフロンティア～宇宙と海洋～

■場 所 東京スカイツリーⓇ１階団体フロア、東京スカイツリータウン１階ソラマチひろば

■期 間 ２０２１年７月１５日（木）～２８日（水）

■内 容 科学技術のふたつのフロンティアである宇宙と海洋に注目した大型展示。

宇宙コーナーでは、国際宇宙ステーションや日本実験棟「きぼう」の模型を展示するほか、

「はやぶさ２」の帰還カプセル（実物）を初めて展示。日本が世界に誇る宇宙開発関連技術

が体験できます。海洋コーナーでは、無人深海探査機や研究船の模型などの展示を通じ、

最先端の海洋研究技術に触れられる展示を行うほか、海洋の美しさや不思議さ、奥深さを

体感できる展示を行います。

※掲載内容は変更となる場合があります。
※画像はイメージです。

■戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）
（Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program）

日本国全体の科学技術を俯瞰し、各省より一段高い立場から、総合
的・基本的な科学技術政策の企画立案および総合調整を行う「総合
科学技術・イノベーション会議」が、府省・分野の枠を超えて自ら
予算配分して、基礎研究から実用化・事業化までを見据えた取り組み
を推進するプログラム

■革新的研究開発推進プログラム（ImPACT）
（Impulsing PAradigm Change through disruptive Technologies Program）

実現すれば産業や社会のあり方に大きな変革をもたらす革新的な科学
技術イノベーションの創出を目指し、ハイリスク・ハイインパクトな
挑戦的研究開発を推進することを目的として創設されたプログラム

会場③ Society 5.0を実現する企業

■場 所 東京スカイツリー１階団体フロア

■期 間 ２０２１年７月１５日（木）～１９日（月）

■内 容 Society 5.0を実現し、未来社会を支えていく日本企業の先端技術を展示します。
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会場④ Society 5.0への軌跡～Society 5.0までの歩み～

△「Society 5.0への軌跡」～Society 5.0までの歩み～
の展示（イメージ）

■場 所 東京スカイツリー天望回廊

※東京スカイツリー天望回廊の展示は、別途、展望台への入場料金が必要です。

■期 間 ２０２１年７月１５日（木）～９月５日（日）

■内 容 地上４５０メートルに位置する東京スカイツリー天望回廊の空間を活用し、科学技術と

人々の連帯により、その時々の困難を克服し、Society 1.0から4.0までの社会を築いてきた

私たちの歴史と、この先に拓かれる未来社会Society 5.0を紹介します。

宇宙に近い場所で、街を一望しながら、私たちの未来について考えます。

※掲載内容は変更となる場合があります。
※画像はイメージです。

会場⑤ Society 5.0シアター

■場 所 東京スカイツリータウンⓇ８階 千葉工業大学 東京スカイツリータウンキャンパス

■期 間 ２０２１年７月１５日（木）～２８日（水）

■内 容 展示会期間を通じて、会場内のシアター設備も用い、 JAXA 、JAMSTECなどが保有する科学

技術関連の映像を大迫力で上映します。

また、科学技術の第一線で活躍する著名人を講師に招き、宇宙や海洋、防災、情報通信など

の業界における最先端技術に関する講演会を行うほか、小中学生向けの体験型イベントを

実施します。

△「Society 5.0科学博 サイバー展示」
（イメージ）

Society 5.0科学博 サイバー展示

■期 間 ２０２１年７月１７日（土）～９月５日（日）

■内 容 東京スカイツリータウンⓇに集結した数々の展示物を

サイバー空間に再現。

この展示には公式ＷＥＢサイトからアクセスして

いただき、会場にご来場できない場合でも、

ご自身のスマートフォンやパソコンから、いつでも、

どこからでも「Society 5.0科学博」に参加すること

が可能で、実際に東京スカイツリータウンを歩き、

展示物を鑑賞しているようなバーチャル体験ができ

ます。

■ＷＥＢ https://society5expo.jp

https://society5expo.jp/


東京スカイツリーⓇ１階 THE SKYTREE SHOPおよび天望回廊 フロア４５０特設ショップにおいて、

大人から子供まで“科学心”をくすぐられる、スペースフード（宇宙食）やグッズなどを販売します。

■場 所 東京スカイツリー１階 THE SKYTREE SHOP

天望回廊 フロア４５０ 特設ショップ

※価格は全て税込です。 ※在庫状況により、欠品の場合もございます。 ※予告なく購入数に制限を設ける場合があります。
※画像はイメージです。なお、掲載内容は変更となる場合があります。
※商品は、１階または天望回廊のどちらかのショップで販売を予定しています。 4

２．「THE SKYTREE SHOP」 でのグッズ販売

★スペースフード（宇宙食）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①ライスケーキ（おもち）：540円 ④杏仁豆腐 ：648円 ⑦やきとり宇宙食（2缶セット）：345円
②たこやき ：540円 ⑤宇宙おにぎり（鮭） ：378円
③バニラアイス ：648円 ⑥宇宙おにぎり（赤飯）：378円 ※この他にも、様々なスペースフードを販売予定

⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

⑧JAXA キャップ（ネイビー） ：2,420円
⑨JAXA トートバック（ナチュラル） ：2,750円
⑩JAXA Tシャツ（ブラック） ：2,420円

※この他にも、様々なグッズを販売予定

⑪H-ⅡAロケット レジン製モデル（基本型） ：6,600円
⑫日本の宇宙開発フィギュア（４種アソート） ：各770円

（画像は、はやぶさ2）

⑬ナノブロック スペースステーション ：2,035円
※この他にも、様々なグッズを販売予定

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲

⑭HTVピンバッヂ「こうのとり9号機」：550円
⑮ISSミッションピンバッヂ
クルードラゴン「野口宇宙飛行士」：550円

⑯JAXAピンバッヂ「はやぶさ2ブルーカラー」：550円
※この他にも、様々なグッズを販売予定

⑰日本の技術開発 JAXA編 宇宙航空 H-ⅡBロケット：300円
⑱天体マグネットガチャ 木星：300円
⑲NASA ミニチュアコレクション 宇宙飛行士A（カードスタンド）：300円

※この他にも、様々なグッズを販売予定

～販売する主な商品～

★アパレル ★フィギュア

★ピンバッヂ ★ガチャ ※各シリーズの一部を掲載しています


