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ようこそ ドイツ博物館へ
!

この博物館では科学と技術の開発の始まりから今 日までの足跡を

たどることができます。館内には 50箇所に及ぶ展示スペースがあり、

その面i積は 47000平 方メー トルで東京 ドームとほぼ同じです.

詳細は博物館ガイ ド「Muscum Gtlldc」 をご参照ください。

開館時間 :毎 日9:00～ 17:00;こ どもの F■l「KindcHcichJ 9:00～ 16:30(入 場

16:00ま で)

開館 IJ:元旦、謝肉祭の最後の火曜 日「Faschingsdicnstag」 、

復活祭の金曜「l「 KarfrcltagJ、 5月 1日 、H月 1日 、12月 24日 、

25:1、 31日 、12月 第二水曜 日 13時～

入館料
一般 (16歳 以 上)… … …… …………………………………C8,50

牛争男Il嘗討31… … …   … … … …… … … … … … … …… …… …… … …̈C7,00

-25名 以 11の団体
-65歳以上の方、又は年金受給証明 「RentncrauswdsJを

お持ちの方

―重度障害者の方 (入館の際、障害者手帳等をご提示下さい)

―バイエルンチケット (Bりcmticket)又 はシュヴアーベン

チケット (Schwabcntickct)に てご旅行中の方

小中高校生及び大学生 … …………… ……………… ………… …… C3,00

(16歳 以上は学生・lTを ご掲示下さい)

家族割引券……………… ……… ………………………………‐……… ………C17,00

(大人 2名+入館者ご自身の 16歳未満のお子様まで)

3館共通入館券 「kombikarte」 … … … ……… … …… … C17,00

ドイツ博物館十交通センター館十シュライスハイム航空博物館

(各館 1回 限り入館可能)

10枚綴 り入場券…… ………… … … … …… … … … …… C60,00

ミュンヘン動物園でもご利用可能です。(但 しグループでの利用不可)

以下の方は無料で入館できます

-6歳未満
一 ドイツ博物館会員 (「 ドイツ博物館の会員になろう!J欄を

ご参照 下さい)

一幼稚園・小中高生の引率者 (学生 10名 につき 1名 無料 )

一重度障害者付添いの方

一ICOM、 Planctary Socicty会 員の方

―プレスの方

所在地
Dcutschcs Muscum,Museumsinsel l,80538,Mllnchen

電話(独国内)(089)2179-1;Fax(089)2179-324
海外からは(089)の 代わりに+4989を ダイヤル

www dcutschcs―museum dc

ドイツ博物館会員になろう !

年会費C52,00～ で ドイツ博物館及び各分館に会員ご本人十同伴者 1名

+16歳未満の子供 2名 (会員ご自身のお子様の場合全員)年間何度

でも無料でご入館いただけます。

学生会員C32,00(31歳未満。同伴者のご利用不可)

会員になるにはインフォメーションカウンターにて中込書のご記入

が必要です。また申込書はインターネット上でも印刷可能です。

詳 しくは ド記にお問い合わせ下さい。

電 言舌(089)2179310:E― mail:mitglicdclbctrcuung@dcutSChCS― muscum dc

交通機関

仝 Sバーン(Isa■ Or下車)、 地下鉄 Ul又 は U2(Fraunhofcrstrassc下 卓)

トラム 18番 (Deutschcs Museum下 車)、 又は 17番 (Isa■or下卓)

バス 131番 (Boschbnlckc下 車):ご注意 !駐車場はありません。

館内ツアー

下記のガイ

頂けます。

ガラス吹き

ドツアーは ドイツ語の知識がない方もご 緒́にお楽 しみ

ドイツ博物館図書館/資料室

ドイツ博物館図書館では自然史および科学技術関係の多くの

専門図書資料を所蔵 しています。電話(089)2179-224

資料室、特別収蔵物、書献

電話(089)2179-220、 写真部門(089)2179231-般 の方も閲覧
百∫能です。

ドイツ博物館 分館

交通センター館 (Deutsches Museum Verkehrszentrum)
都市交通(StadtVCrkch→ 、旅客輸送(Rdscn)、

移動手段と技術(Mobitat und Tcchnik)の 展示スペースには

時代と共に愛され続けている車や鉄道を始め ドイツ博物館

独自の陸運コレクションが展示されています。

所在地 :ThcrcsにnhOhc 14 a,80339 Minchcn

長ユ言舌(089)500806-762
入館料 :1日 券C6,00、 特別割引C4,00、 家族割引C12,00、 学生c3,00

交通 :地下鉄 U4番又は U5番 (Schwanthdcrhohc下 車)

バス 131番 (月 ―土 Hans_Fおchcr― Str,日 、祝 Thcrcsienhё hcド車)

シュライスハイム航空博物館(Flugweri Schlei3heim)
この博物館はミュンヘンから約 13k m離れた所にある

ドイツ最古の飛行場で、7800平方メー トルの展示場には、

本館にはない飛行機、宇宙船があり飛行機の歴史をたどる

ことができます。

所在地 :Effncrstr 1 8,85764 0bcrschrci3hcim,

シュライスハイム城(SchlCi3heimer Sch10sscr)近 く

目呈言舌 :(089)31571410,Fax(089)31571450
入館料 :1日 券C6,00、 特別害1引 C4,00、 家族割引C12,00、 学生C3,00

交通 :Sバーン 1番(OberSChlei3hcim下 車)徒歩 15分

自動車ではアウトバーン A99「 Neuherbcrg」 出口

ドイツ博物館 ボン分館 (Deutsches Museum Bonn)
1945年以降の ドイツの研究技術、約 100件 のハイライ ト展示場

となつています。

フヽ自自米斗 : 1 日ツ

'C4,00、

 特男可害131C2,50

所在地 :Ahrstr 45,53175 Bonn

員ヨ言舌(0228)302255,Fax(0228)302254
海外からは(0228)の代わりに+49228を ダイヤル

ご 注 意 :裏面の館内案内図に関する重要なお知 らせ

現在 ドイツ博物館では長期改修工事が進められています。

そのため記載されている案内図の展示スペースが変更、

または閉鎖される場合があります。

ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解の程よろしくお願い

申し上げます。

高電圧機械(騒音あり)

鉄道模型

ドイツ語以外での館内ガイ ドツアーもご利用いただけます。

(学校行事、団体ツアーなど)

文書にて 6週 間前までに下記までお申し込み下さい。

電言舌 (089)2179-252 FAX (089)2179-503
e Mail:ftlchnlngcn―insel@dcutschcs― muscum dc

ドイツ語による個人、家族向け (団 体不可)ガイ ドツアー及び

デモンス トレーションは毎日無料で開催されています。詳細 リス ト

は入ロホール 、インフォメーションの向かい側にあります。

但 しプラネタリウム (子供 6歳以上～)は別料金 となります。

インフォメーションにてチケットc2,00)をお買い求め下さい。

個人使用 目的の写真撮影 (フ ラッシュ、ビデオ含)可能です。

ただし三脚のご使用はご遠慮ください。

商業用目的の場合は、電話(089)2179-281にお問い合わせ下さい。

車椅子の方へ :各展示スパースヘは傾斜路又はエレベーターで

行けます。 トイレは 1階 (EG)ま たは 2階 (10G)に あります。

補助が必要な方はお気軽に館員にお声をおかけ下さい。

レス トラン施設のご利用 (9時～16時、レス トラン 17時まで)

セルフサービスレス トラン 2階 予約(089)2101-9478
スナックバー 1階 持込可

カフェ 「Zwischenlandung」 3階 航空機ギャラリー内

インターネットカフェ 4階

Deutsches Museum Shop(9時 ～18時 )

ドイツ博物館に関するガイ ド、カタログ、その他出版物、

科学と技術の開発の歴史などに関する書物、模型、実験用具など

様々な物がお買い求めいただけます。

電言舌(089)2138-3892、 ν、v、V dCutsches― museum― shop com

3階
1階

1階

11:30/ 14:00

11:00/ 14:00/16:00

11:00/ 14:00/16:00
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1階 (EC)

1 手荷物一時預かり所
2 石油と天然ガス

3 金属
4 溶接とはんだ

5 材料実験
6 工作機械
7 発動機
8 機械部品

9 高圧電流技術

10 船舶航行
H ドイツ技術革新 賞へ向けて

12 新技術センター

13 研究実験室

14 跡   〔Lab

15 ロボット開発

16 鉄道模型
17 トンネル技術
18 飛行機(2階 33番にも有)

19 橋梁技術
20 河岸技術 .

21 フーコーの振り子

地下 (UG)

22 地下資源採掘
23 環境
24 こどもの国
25 ナノ・バイオテクノロジー

2階 (1.Oo

26 博物館の歴史
27 アカデミーコレクション

28 エネルギー技術
29 物理

30 光学
31 電子顕微鏡
32 原子物理

33 飛行機(1階 18番にも有)

34 楽器 I

35 科学技術

36 薬学

37 改修工事のため閉鎖
38 特別展示

回囲

□園

トイレ

エレベータ

カフェ

レス トラン

救急介護室

公衆電話

ベビールーム

ツアー集合場所

日

□

日

日

国

□

3階 oOG)

39 アルタミラ洞窟
40ガラス吹き
41 セラミック

42 ガラス技術

43 工学関係玩具

44  糸氏

45 印刷技術
46 宇宙飛行学
47 写真十フィルム

48 織物技術
49 楽器Ⅱ

電子楽器 。自動演奏楽器

3階 (2.OG)

4階 oOo

50 天文学 I
51 測地学
52 通信技術
53 ミクロ電子学
54 数学教室
55 テレコミュニケーション

56 農業技術
57 食品技術
58 時間測定
59 測量技術

5階か ら 7階まで

“

.OG bis6.OG)
アマチュア天文'■

アマチュア無 l

天文学 Ⅱ

ツアイス天文 ず

(イ ンフォメーションにて
チケット購入,子供6歳以上～)

64 日時計の庭


