
時間変更など入館や館内のき
まりごと等の最新情報は、伊
丹市昆虫館ホームページのト
ップページでご確認ください。

団体見学のご案内No.2No.1
2021年3月24日～

団体見学のご計画をいただき、ありがとうございます
みなさまが楽しく安全に見学していただくために、以下の内容をよく読んでお越しください
わからないことなどがございましたら、お気軽にお問い合わせください
伊丹市昆虫館　電話072-785-3582 （９：10～16：50、休館日のぞく）

当館では20名様以上でご来館いただく場合、事前に団体受付
を行っております
また少人数の団体でも団体受付の申し込みをしていただきま
すと入館手続きなどがスムーズになります

申し込みについて

１

２

３

電話での問い合わせ
　当日の空き状況についてお伝えします

専用の申込書の提出（FAXでのみ受付）
　各用紙はホームページよりダウンロードできます
　ダウンロードできない場合は、FAXで送信します
  電話やメールでは受付できませんのでご注意ください

当館での申込書確認後、返信をもって予約完了
　申込書のFAXの先着順で予約が確定します

【予約できない場合】
・同時間帯に制限人数以上の団体予約がすでにある場合
　＊制限人数は時期や状況によって変わります
　＊５～６月、10～11月、２月の午前中は、団体が多く混雑が予想されます
・雨天順延日としての候補日（1団体1予約です）
　（雨天順延が決まり次第、あらためて申し込みをしてください）
・申込書の受信の時間差でお断りする場合（申込書FAXの先着順）
・「雨の日のみ見学」の申込みは、予定日の14日前から可能です

展示や設備、見学ルートの確認のため、事前の下見をおすすめし
ます。下見の予定が決まりましたら、お電話にてご連絡ください
（休館日のぞく、入館は16:00まで）
【下見での確認事項】

大人/320円、中高生/160円、３歳～小学生/80円、０～2歳/無料
●団体料金・・・有料入館者20名以上で適用　
●障害者割引・・手帳等の提示により通常入館料の半額
                     障害者１人につき介護者１人が通常入館料の半額
●入館料の減額または免除（所定の手続きが必要）
　　・伊丹市内の学校園 
        （児童生徒・引率の教員は無料、PTAの保護者、カメラマン等は有料）
　　・養護施設・障害者団体
        （条件に応じて減額・免除を実施して います）
    ＊なお、割引の重複はできません。くわしくはお問い合わせください
　

●入館料等は、当日に受付で現金にてご精算ください
●領収書の再発行はできません。宛名など指定のある場合は事前に
　お知らせください
●広畑バス駐車場をご利用の方は、駐車料金もあわせて、受付で現
　金にてご精算ください

昼食場所は下記の場所があります。あらかじめご確認ください
　　　　No.3昆陽池公園利用案内図参照
●晴天日：昆陽池公園草生地広場、昆虫館出口まえの広場

●雨天日　：昆陽池センター（電話０７２－７８３－６２７２）
　公園の休憩所のため予約はできません。前日までに必ずお電話で
　利用状況などの確認をお願いします
   

●席数は状況によって変わります（20～80席）。それ以上の団
　体の場合はご相談ください
●映像の内容は選べますので、下見の際にお知らせください
　上映時間は10-15分、字幕付映像あり
●上映時間の予約はできません。当日、来館された団体の到着順に
　ご案内いたします。お待ち頂く場合は館内放送にてご案内します
   ＊当日の状況によりご希望に添えない場合がございます

　別紙「No.4大型バス駐車場のご案内」を参照してください
●下見では乗降場所、支払場所を確認してください
●乗務員が入館される場合は入館料が必要です
●普通自動車は、昆陽池公園立体駐車場をご利用ください　　
　　No.3昆陽池公園利用案内図参照

混雑時期
　・・・５～６月、10～11月、２月の午前中は、団体が多く混雑が予想されます
展示について
   ・・・当日の展示については「もよおしあんない」をご覧ください
       下見の時と展示が変わっている可能性があります
チョウ温室
   ・・・１階から２階への一方通行です。再度チョウ温室に入られる場合は
　　  １階へ移動してください
トイレ
   ・・・１階と２階にあります。車椅子で利用できる多目的トイレがあります
荷物置き
   ・・・団体専用の荷物置き場はありません。特別な理由で荷物置き場が
        必要な場合は事前にご相談ください
館内放送
   ・・・集合などの際には、館内放送で呼びかけることができます
飲食について 
   ・・・館内は飲食禁止です
　　 ただし、飲み物は１階ドリンクコーナー、２階学習室の机のコーナー
       で飲むことができます
出口について
   ・・・出口からの再入館はできません
        こどもたちが出てしまわないようご注意ください

【禁止事項】安全で快適に見学していただくため、以下のことを
お守りいただくようお願いします
・全館禁煙
・飲食禁止（ドリンクのみ所定の場所で）
・動植物の持ち込み禁止
・三脚の使用禁止（一脚はOK）
・チョウ温室内で、チョウのはねをつまむこと、薬品で集めたりす
 ること。また植物を傷つけたり、園路以外に踏みこむこと、他の
 お客様の通行をふせぐこと
・入館時には、入口や受付付近に滞留せずお進みください。他の
 お客様のご利用を妨げないこと
・乗降時以外で大型バスやマイクロバスの路上駐車は禁止
 近隣住民・公園利用者の迷惑になります。バス駐車場は必ず予
 約してください

No.1 団体見学のご案内
No.2 団体見学申込書
No.3 昆陽池公園利用案内地図
No.4 大型バス駐車場のご案内

団体料金について　

お支払いについて　

映像ホールについて

大型バス駐車場について　

下見について

当日スムーズに見学するために

昼食場所について　【伊丹市昆虫館内は飲食禁止です】　
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団体見学申込書No.2
　伊丹市昆虫館へのお問い合わせありがとうございます。

　本申込書に必要事項を全てご記入のうえ、FAXで 返信してください。　
※予約受付は当館より本申込書の返信をもって完了します。　

予　定　日 　　　　年　　　　　月　　　　日（　　　）

　　月　　　日（　　　）　　　:　　時頃予定
　　　　　　　　　　　　　　  ※休館日不可

団　体　名　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　年生）　　

所　在　地 （〒　　-　　　）

電　　話 -　　　  --　　　  - FAX

ふりがな ふりがな

到着予定時刻：午前・午後　　　 　　　　時　　分　／退館予定時刻：　午前・午後　　　時　　分　

見学予定人数　おとな：　　　人（引率者含む）　　　※見学予定者の内
　　　　　　　中高生：　　　人　　　　　　　　 　 障害・療育手帳保持者《有・無》
　　　　　　　こども：　　　人（３歳～小学６年）
　　　　　　　幼　児：　　　人（０～２歳）
　　　　　　　　館内では昆虫の映画や映像紙芝居を見ることが出来ます。
　

引率責任者名

　

2021年3月24日～

　　　太枠内をご記入下さい（□は　をして下さい）

□　 天候に関係なく見学する・　□   晴の日のみ見学する ・ □   雨の日のみ見学する
①昆虫館見学

②昆虫館見学下見 □しない

　様ご一行 様

③昆陽池公園の利用 □する　　□しない

　　

No.2

昆虫の映画（15分　小学生向き）
虫の映像紙芝居（5分　幼児以上向き）

□
□

　□　希望しない
　

□　希望する　

　
　　（当日の状況によりご希望に添えない場合があります。）

伊丹市昆虫館
〒664-0015伊丹市昆陽池3丁目1 TEL072-785-3582  FAX072-785-2306

昆虫館記入欄
（この欄には記入しないでください）

受付日 確認者

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

＊大型バス駐車場のご利用については、別紙No.４を参照してください

□する　

ご記入いただいた個人情報等は昆虫館団体見学予約確認のためのもので、他の目的で使用いたしません。

該当項目すべてに○または✓をつけてください。

予約はFAXの先着順です
電話・メールでの申し込みはできません

予定日の14日前から予約できます
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No.2
No.3昆陽池公園利用案内地図

こ や いけ

伊丹市昆虫館
 TEL：072-785-3582

伊丹市昆陽池3丁目1番地
　FAX：072-785-2306

①バス乗降場所
Ａ：昆虫館側バス乗降場所
Ｂ：昆陽池公園側バス乗降場所
地図上の２カ所で、一時的に停車し乗降するようにお願いします。
乗降が終わり次第、駐車場等へすみやかに移動してください。

②草生地広場＜お弁当広場＞

③昆陽池センター

⑥昆陽池公園立体駐車場

⑦昆陽池公園駐車場横売店

④野鳥観察橋

⑤トイレ

晴れた日は、ここでお弁当を広げると
良いと思います。 普通自動車はこちらに駐車してください。

利用時間：9：00～17：00
駐車料金：1時間まで200円
　　　　　（以降30分毎100円）

利用時間：9：30～16：30
※昆虫館休館日および公園のみの利用の場合、
　広畑バス駐車場の駐車料金はこちらでお支払い
　ください。

⑧スワンホール
駐車場があります。
駐車場利用時間：9：00～22：00
駐車料金：30分毎150円（最初の１時間無料）

詳細は下記へ問い合わせください。

白鳥・カモ・野鳥などが観察できます。

公園内３カ所、　　 は、車いす対応型。
トイレは昆陽池センターにもありますが、
車いす未対応です。

※乗降場所は、交通量の多い交差点付近です。長時間の停車は、
　通行車両や歩行者の迷惑となるので、配慮をお願いします。

ご注意
　広畑バス駐車場は、無人になっており、バス
との連絡はつけられません。別紙：広畑バス駐
車場地図（予約された方）
　帰りのバスとの待合せ場所・時間などは、必
ず事前に乗務員さんと確認をお願いいたしま
す。

バス乗降場所

入口

出口

＊出口からは
　入れません

伊丹市昆虫館

県道
331
線

至国道171号
（大鹿交差点）

玉
田
団
地

野
鳥
の
島

貯水地
至国道171号
　伊丹市役所

昆陽池公園前

WC

WC

WC

松ヶ丘
公園駐車場

ス
ワ
ン
ホ
ー
ル公

園
管
理
事
務
所

草生地広場

住友北 至  市立伊丹病院

①

②
④

③⑤

⑥ ① ⑦

⑤

⑧

⑤
A

B

関連施設連絡先

N

☎072-783-6272

☎072-785-2148

☎072-779-5661
2021年3月24日～

昆陽池センター

つながらない場合は、
　℡072-779-0525　公園管理事務所まで

昆陽池公園駐車場横売店
スワンホール
昆陽池センター
公園管理事務所

☎072-785-2148
☎072-779-5661
☎072-783-6272
☎072-779-0525

【新型コロナ感染症拡大防止対応版】
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中野大橋南詰
昆陽池西



駐 車 台 数 □３０人乗り以上（大型バス）（　　　台）　・　□２９人乗り以下（中・小型バス等）（　　　台）

●当館での予約完了後、広畑バス駐車場地図および駐車予約車両証明書をお送りします。必ず運転手さんにお渡し下さい。

（わかる範囲でご記入下さい）
ご利用のバス会社名 バス会社電話 -　 　　-

午前・午後  　　　時　　  　分　～　午前・午後　  　　時　　  　分

●広畑バス駐車場はは無人です。駐車料金のお支払いは、伊丹市昆虫館の受付でお願いします。
　休館日や公園のみの利用の場合は、昆陽池公園駐車場横売店でお支払いください。

※昆陽池公園利用（昼食など）時間を含む最大時間
駐 車 時 間

広畑バス駐車場の申込

大型バス駐車場のご案内No.2
　

No.４
伊丹市昆虫館へのお問い合わせありがとうございます。
当館へお越しの際に利用できる大型バス駐車場を３ヶ所ご紹介いたします。
利用状況に合わせて、お問い合わせやご予約をお願い申し上げます。

①「伊丹スポーツセンター駐車場」【平日に限る】
　【台数】　３台　　　　　　　　　【料金】　１時間 300 円、最大 3000 円（駐車時間によって変動）
　【時間】　 6：30－21：15        　　【住所】      664-0006 兵庫県伊丹市鴻池 1丁目 1-1
　【備考】　昆虫館から約 1.3km、車で約 5分です
　予約など詳しくは 伊丹スポーツセンター（電話 072-783-5613）までお問い合わせください

②「広畑バス駐車場」
　【台数】　６台　　　　　　　　　【料金】　大型バス3,000円（1日1台）、マイクロバス1,500円（1日1台）
　【時間】　9：00－17：00　　　　【住所】      664-0006 兵庫県伊丹市広畑 3丁目 1 
　【備考】　昆虫館から約 1.7km、車で約 5分です
　申込は本紙下記の「広畑バス駐車場の申込」欄に記入の上、FAX にて当館まで送信してください
　予約など詳しくは 伊丹市昆虫館（電話 072-785-3582）までお問い合わせください

③「荒牧バラ公園バス駐車場」
　【台数】　３台　　　　　　　【料金】　大型バス 3,000 円（１回につき）、マイクロバス 1,500 円（１回につき）
　【時間】　 8 ：00－18：30        【住所】     664-0006 兵庫県伊丹市荒牧 6丁目 5－50
　【備考】　昆虫館から約 3km、車で約 12 分です　
　　　　　バラの開花シーズン等はご利用できない場合もございます
　予約など詳しくは 伊丹市役所 公園課（電話 072-784-8134）までお問い合わせください

　　　太枠内をご記入下さい（□は　をして下さい）

伊丹市昆虫館
〒664-0015伊丹市昆陽池3丁目1 TEL072-785-3582  FAX072-785-2306

昆虫館記入欄
（この欄には記入しないでください）
受付日 確認者 広畑番号

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2021年3月24日～

予定日　　　年　　月　　日（　　） 団 体 名　

□  天候に関係なく利用する ・　 □   晴の日のみ利用する  ・  □   雨の日のみ利用する

電　話 -　　 --　　  - FAX 引率責任者名 様

　様ご一行

【新型コロナ感染症拡大防止対応版】

予定日の14日前から予約できます

利用施設（すべて） □伊丹市昆虫館　　□昆陽池公園　　□その他（　　　　　　　　　　）


	No1団体見学ご案内
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