
正会員 190
個人会員 60 （個人会員名はweb公開しておりません）

賛助会員 37

会員数計 287

正-122 青森市中央市民センター 正-184 柏崎市立博物館

正-38 明石市立天文科学館 正-87 学校法人桂幼稚園

正-86 秋田県児童会館 正-119 学校法人玉川学園

正-80 浅田 英夫 正-18 葛飾区郷土と天文の博物館

正-64 旭川市科学館 サイパル 正-37 金沢市キゴ山ふれあい研修センター天文学習棟

正-196 旭 司益 正-71 ㈱秋田ふるさと村 星空探険館スペーシア

正-179 Astrolab（アストロラブ） 正-31 株式会社アストロアーツ

正-120 足立区ギャラクシティ 正-201 株式会社阿智昼神観光局

正-15 厚木市子ども科学館 正-73 株式会社イーハトーヴ

正-133 安城市文化センター 正-125 株式会社エス・シー・アライアンス

正-191 飯田市美術博物館 正-129 株式会社オリハルコンテクノロジーズ

正-57 池田市立五月山児童文化センター 正-61 株式会社五藤光学研究所

正-13 石川県柳田星の観察館「満天星」 正-144 株式会社さらい

正-20 いしかわ子ども交流センター 正-155 株式会社サンフォニックス

正-113 板橋区立教育科学館 正-161 株式会社シグマ映像

正-105 伊丹市立こども文化科学館 正-158 株式会社スタジオ・アーム

正-2 一宮地域文化広場 正-65 株式会社デジタル・アンド・デザイン ピクチャーズ

正-202 一般社団法人 星つむぎの村 正-175 株式会社 東急コミュニティー

正-70 茨木市立天文観覧室 正-132 株式会社東京モバイルプラネタリウム

正-67 入間市児童センター 正-159 株式会社プラネットスタジオ

正-135 宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所 正-143 株式会社まちづくり鹿屋

正-117 エクスプローラーズ・ジャパン株式会社 正-124 株式会社メディア・アイ・コーポレーション

正-22 愛媛県総合科学博物館 正-3 株式会社リブラ

正-93 エル・マールまいづる 正-205 株式会社Rin project

正-157 演劇ユニット☆宇宙食堂 正-182 河北町総合交流センター サハトべに花

正-50 大阪市立科学館 正-62 川口市立科学館

正-25 大崎生涯学習センター 正-114 かわさき宙と緑の科学館（川崎市青少年科学館）

正-95 大津市科学館 正-194 河野 徹也

正-11 大牟田文化会館 正-14 北九州市立児童文化科学館

正-176 岡三デジタルドームシアター 神楽洞夢 正-89 北村山視聴覚教育センター

正-163 岡山県生涯学習センター 人と科学の未来館サイピア 正-39 岐阜市科学館

正-68 岡山天文博物館 正-130 木村 かおる

正-107 小野 夏子 正-41 京都市青少年科学センター

正-138 科学技術館 正-167 久喜総合文化会館プラネタリウム

正-81 加古川総合文化センター 正-83 釧路市こども遊学館

正-46 鹿児島県立博物館 正-123 熊谷市立文化センタープラネタリウム館

正-10 鹿児島市立科学館 正-32 熊本市立熊本博物館
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正-6 倉敷科学センター 正-185 田村市星の村天文台

正-96 黒部市吉田科学館 正-186 茅野市八ヶ岳総合博物館

正-91 ぐんまこどもの国児童会館 正-116 千葉市科学館

正-28 公益財団法人 札幌市生涯学習振興財団 正-51 つくばエキスポセンター

正-111 公益財団法人城陽市民余暇活動センター文化パルク城陽プラネタリウム 正-59 鶴岡市中央公民館

正-26 公益財団法人 富田林市文化振興事業団 正-203 D.J.Stardust遊星寿々

正-66 公益財団法人三重こどもわかもの育成財団 正-5 ディスカバリーパーク焼津天文科学館

正-84 公益財団法人宮崎文化振興協会 宮崎科学技術館 正-43 Digital star dome ほたる（琵琶湖マリオットホテル内）

正-166 高知みらい科学館 正-165 DёL SoLё

正-171 合同会社アルタイル 正-169 伝統的七夕ライトダウン推進委員会事務局

正-206 合同会社プラネタリウムワークス 正-181 東栄町森林体験交流センター スターフォーレスト御園

正-115 甲奴町振興協議会連合会 三次市ジミー･カーターシビックセンター 正-126 東北共立・県南環境保全センターグループ

正-24 郡山市ふれあい科学館（公益財団法人郡山市文化・学び振興公社） 正-52 徳島県立あすたむらんど子ども科学館

正-198 国際科学映像祭実行委員会 正-172 特定非営利活動法人ギガスター

正-141 コスモプラネタリウム渋谷 正-102 栃木県子ども総合科学館

正-204 コニカミノルタプラネタリア TOKYO 正-103 鳥取市さじアストロパーク

正-192 コニカミノルタプラネタリウム“天空” 正-29 富山市科学博物館

正-72 コニカミノルタプラネタリウム“満天”in Sunshine City 正-183 富山大学天文同好会

正-44 小牧中部公民館プラネタリウム 正-108 豊川市ジオスペース館

正-12 さいたま市宇宙劇場 正-4 とよた科学体験館

正-101 さいたま市青少年宇宙科学館 正-56 豊橋市視聴覚教育センター

正-77 齊藤 美和 正-45 長崎市科学館

正-48 佐賀県立宇宙科学館 正-19 なかのＺＥＲＯプラネタリウム（中野区もみじ山文化センター）

正-34 相模原市立博物館 正-149 長野県伊那文化会館

正-139 佐久市子ども未来館 正-127 長野市立博物館

正-106 佐世保市少年科学館「星きらり」 正-82 名古屋市科学館

正-151 雑貨団 正-74 那須香大阪天文台

正-178 さぬきこどもの国 正-76 那覇市牧志駅前ほしぞら公民館

正-27 狭山市立中央児童館 正-16 新潟県立自然科学館

正-128 山女ＷＯＯＤＯＮＥプラネタリウム 正-121 西美濃プラネタリウム

正-131 自然科学研究機構 国立天文台 正-134 八王子市こども科学館

正-153 品川区立五反田文化センタープラネタリウム 正-88 八戸市視聴覚センター・児童科学館

正-33 島根県立三瓶自然館 正-55 浜松科学館

正-154 生涯学習センターハートピア安八（天文台・プラネタリウム） 正-152 半田空の科学館

正-17 白井市文化センター・プラネタリウム 正-7 バンドー神戸青少年科学館（神戸市立青少年科学館）

正-109 スターランドAIRA 正-47 東大阪市立児童文化スポーツセンター（ドリーム21）

正-189 セーレンプラネット（福井市自然史博物館分館） 正-146 東大和市立郷土博物館

正-8 仙台市天文台 正-58 日立シビックセンター科学館

正-104 ソフィア堺（堺市教育文化センター） 正-187 ひととものづくり科学館

正-60 高崎市少年科学館 正-30 姫路科学館

正-188 高松市こども未来館 正-100 平塚市博物館

正-118 多摩六都科学館 正-79 広島市こども文化科学館
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正-23 福井県児童科学館（エンゼルランドふくい） 賛-37 R.S.A.COSMOS

正-180 福井市自然史博物館 賛-4 アイソテック株式会社

正-21 福岡県青少年科学館 賛-12 アシストホーン株式会社

正-199 福岡市科学館 賛-20 アストロ光学工業株式会社

正-92 福知山市児童科学館 賛-33 アストロデザイン株式会社

正-142 富士川楽座（富士川まちづくり株式会社） 賛-44 いしがき島 星ノ海プラネタリウム

正-97 藤沢市湘南台文化センターこども館 賛-31 イルカ×プラネタリウム実行委員会　★20200331付退会

正-85 府中市郷土の森博物館 賛-26 ＮＨＫエデュケーショナル 科学健康部

正-110 船橋市総合教育センター プラネタリウム館 賛-40 NHK 科学・環境番組部

正-78 プラネターリアム銀河座 賛-38 岡山宇宙教育懇談会

正-150 北網圏北見文化センター 賛-10 小鳥振興協会 飛騨プラネタリウム

正-200 星と宇宙のミニ博物館「青星」 賛-15 オルビィス株式会社

正-99 前橋市児童文化センター 賛-6 カガクノトビラプロジェクト

正-148 南阿蘇ルナ天文台 賛-19 KAGAYAスタジオ

正-193 Milky-way Community Planetarium And Research Institute of Science 賛-43 株式会社ispace

正-54 向井千秋記念子ども科学館 賛-35 株式会社 AIR AGENCY

正-162 向日市天文館 賛-14 株式会社ＮＴＴファシリティーズ

正-1 宗像ユリックスプラネタリウム 賛-30 株式会社 オールスタッフ

正-53 盛岡市子ども科学館 賛-28 株式会社 グッドフェローズ

正-160 八ヶ岳自然文化園 賛-24 株式会社 恒星社厚生閣

正-90 山中児童センター 賛-23 株式会社サイエンスアート社

正-36 山梨県立科学館 賛-18 株式会社ＪＶＣケンウッド

正-136 有限会社イメージファクトリー 賛-17 株式会社ゼネラルアサヒ

正-190 有限会社天窓工房 賛-1 株式会社ベネッセコーポレーション(ベネッセ・スター・ドーム）

正-137 有限会社ライブ 賛-41 株式会社 丸玉屋

正-173 夢と学びの科学体験館 賛-42 株式会社ラグナヒルズ

正-40 横浜こども科学館 賛-25 株式会社 リアルビズ

正-63 四日市市立博物館 賛-3 公益財団法人 国際文化交友会 月光天文台

正-112 米子市児童文化センター 賛-22 合同会社スターライトスタジオ

正-69 米沢市児童会館 賛-5 コニカミノルタプラネタリウム株式会社

正-49 和歌山市立こども科学館 賛-13 能美市根上学習センター

正-145 和歌山大学観光学部科学文化ゼミナール 賛-9 公益財団法人福島市振興公社　こむこむ館 

賛-21 松戸市民会館

賛-34 METASPACE

賛-16 有限会社 大平技研

賛-36 有限会社スープスタジオ

賛-27 Lei Connection株式会社 
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