
団体ご見学お申込みについて一般用

屋上庭園
園地

（ヘリポート・エントランス広場・草地広場・多目的広場等）

・軽い運動やピクニックを楽しむなど、休憩・休息の場として広くお客様にご利用
　頂ける公園です。公園外周には緑陰となる樹木や花木が植えられており、海風に
　当たりながら、季節を感じることのできる心地よい空間になっています。

申込書の送信
ＦＡＸ

確認書の送信
ＦＡＸまたはＭＡＩＬ

東京臨海広域防災公園では、主に以下の施設をご見学いただけます。

■お申込みの流れ

■見学施設

内容をご確認のうえ、団体見学申込書をFAXにてご送信くださいますようお願いいたします。

1．webフォームまたは、3ページ目の申込用紙にご記入いただきＦＡＸにて申込書を
　　送信しお申込みください。
　　ご見学実施月の「6ヶ月前」の第一開館日から申込みを受け付けます。
　　例：2021年4月の見学お申込みは、2020年10月最初の開館日9時30分からです。
　　※毎週月曜日(月曜日が祝日・振替休日の場合、翌日)は休館日の為、予約及び予約
　　　状況の照会はおこなっていません。
　　※お申込みは先着にて受け付けます。なお、お申込みが同日時に重複した場合は、
　　　時間または日程の調整をお願いする場合がございます。

2．お申込み書受領後、管理センターから申込内容の確認書をFAXまたはメールにて
　　送信いたします。確認書の送信をもって受付完了となります。

※団体見学でご予約が成立しても貸切ではございません。
施設内には他のお客様がいらっしゃいますのでご了承ください。

●お申込み・お問合せ
〒135-0063 東京都江東区有明3-8-35 東京臨海広域防災公園 管理センター　

※電話のおかけ間違いが増えております。番号をお確かめのうえ、おかけくださいますようお願いいたします。

URL：http://www.tokyorinkai-koen.jp/reservation/
TEL 03-3529-2180（9:30-17:00）／ FAX 03-3529-2188

(ホームページからのお申込みも可能です)

・タブレットから出題されるクイズを解きながら首都直下地震の発災から避難まで
　の一連の流れを体験する「東京直下72hツアー」。要所に案内スタッフがおります。
・首都直下地震をわかりやすく紹介する首都直下地震特設コーナーや、災害と
　暮らしの学習コーナーなどをご覧頂けます。自由見学。案内スタッフは付きません。
・自由見学中にアニメ｢東京マグニチュード8.0～東京直下72ｈ～｣(約20分)を
　ご覧いただけます。同作品は、2階の防災学習ゾーン内ミニシアーと映像ホール等で
　上映しております。

１F防災体験ゾーン

２F防災学習ゾーン

● ご参加人数 ・原則として10名様以上から団体見学申込みを受け付けます。
● 予 約 時 間 ・9:30～16:00の間で30分ごとに予約を受け付けております。例：9:30～、10:00～、10:30～、11:00～
● 駐車場利用 ・マイクロバス以上の車両*のみ事前申込みで駐車ができます。　*(1台あたり乗車人数11名以上)

・原則として見学時間内のご利用となります。
● そ の 他

(筆記用具、しおりなどは鞄にしまった状態でお越しください。)
・1F防災体験ゾーンではタブレットを使用しますので、体験時は両手があくようにご準備ください。

感染防止対策へのご協力について
　次の方は、ご来場・ご体験・ご見学をお控えください。
　　37.5°C以上の発熱がある。咳、くしゃみ、鼻水、咽頭痛など風邪のような症状がある。
　　体験開始前に体調等の確認をし、発熱や上記の症状がある方は体験・見学をお断りいたします。
　　※館内で激しく咳き込むなど、風邪のような症状がある方に、退館をお願いする場合があります。
　　入館中はマスクを着用し、咳エチケットを心がけてください。　こまめな手洗いをお願いします。
　館内では他の人との距離を 2 メートル程度あけてください。
　

そなエリア東京が実施しているコロナウイルス対策
　　そなエリア東京では、消毒液の設置、待機列の設置、飛沫防止のビニールカーテン設置、
　　スタッフの検温など体調管理およびマスクの着用を実施しています。
　皆様にはご迷惑とご不便をおかけすることになりますが、ご理解とご協力をお願いいたします。



1班
見学

2班
見学

1F防災体験ゾーン
時間：約30～35分

1F防災体験ゾーン
時間：約30～35分

2F防災学習ゾーン
展示・映像を自由見学
時間：約30分

1F防災体験ゾーン
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2F防災学習・屋上等
展示など自由見学
時間：約30分

2F防災学習・屋上等
展示など自由見学
時間：約30分

所要時間　約60分～90分

※所要時間は移動、説明の時間を含みます。屋上庭園・園地は�F防災学習ゾーン見学時間内に
　見学できます。
※密集・密接にならないように班分けと滞在時間の延長をお願いすることがあります。
　詳しくはお問い合わせください。

■見学例

集
合
・
退
館

Ａグループ
(最大25名)

2F防災学習ゾーン・屋上
時間：約60分（展示や映像を自由見学）
※見学場所を限定し、30分に短縮することも可能です。

(最大25名)

Ｂグループ
(最大25名)
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2F防災学習・屋上等
展示など自由見学
時間：約30分

2F防災学習ゾーン
展示・映像を自由見学
時間：約30分

2F防災学習・屋上等
展示など自由見学
時間：約30分

2F防災学習ゾーン
展示・映像を自由見学
時間：約30分

2F防災学習・屋上等
展示など自由見学
時間：約30分

■76名以上でのご見学イメージ

・2班と3班や3班と3班など組み合わせてご見学いただけます。
・午前と午後で他施設との入れ替えでのご見学もご検討ください。
・密を避けるため、到着時刻をご調整いただき、ご来場くださいますようお願いします。

防災体験 防災学習 防災学習・屋上

インターバル
換気・清掃

防災体験 防災学習防災学習・屋上

防災体験 防災学習 防災学習・屋上

防災体験 防災学習防災学習・屋上

防災体験防災学習 防災学習・屋上 防災体験防災学習 防災学習・屋上
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申込日 年 月 日

年 月 日 （ 曜日 ） ： ～ ：

台

１F防災体験施設（所要時間約35～40分）※酒気帯びのお客様はご参加いただけません。
２F防災学習施設（所要時間約30分、自由見学）

 〒

ＴＥＬ ＦＡＸ 当日連絡先(携帯電話）

メールアドレス

 　4.インターネット/ＨＰ　　5.知人からの薦め　　6.以前来た事がある　　7.その他（       　　　　)

見学希望施設

FAX03-3529-2188 までお送りください。

団体見学申込書団体見学申込書団体見学申込書団体見学申込書

合計

見学団体名
フリガナ

見学希望日時

ご参加人数

※申込される方の
所属・お名前・
連絡先を

ご記入ください

当施設を
何で知りに
なりましたか？

市区
町村

都道
府県

　 1.チラシ/ポスター　　 2.テレビ/ラジオ媒体名（　　　 　　） 　　3.新聞/雑誌媒体名（　　 　　　）

大型バス
駐車場利用

貴社名

フリガナ

区分 民間団体　　子供会　　ボーイスカウト　　ガールスカウト　　労働組合　　指定公共機関  
民間企業　　学校関連　　自治体　　公民館　　消防　　消防団　　婦人防火　　消防少年団  
自主防災　　町内会　　自治会　　警察　　交通少年団　　その他(　　　　　　　 )

　　　を
つけてください

申込者
フリガナ

ご担当者名

団体の地域

人

※当てはまるものに　を記入してください。

*乗用車、ハイエース、ワゴン車等は駐車できませんのでご注意ください。

見学目的

その他
連絡欄

 〒 外国の場合
都道
府県

市区
町村 国及び地域　　　　　　州省県他

そなエリア東京のお土産は、そなえカフェへ
防災グッズの販売やお弁当のご注文もどうぞ

TEL 070-3627-1452（9:30ー17:00）
*電話がつながらない場合は時間をおいておかけ直しください

施設見学後にBBQはいかがでしょうか？
そなエリア東京BBQガーデンのお問い合わせは

TEL 050-3816-6374（9:00ー17:00）
(株)デジサーフ URL https://digiq.jp/sona/

*電話がつながらない場合は時間をおいておかけ直しください

〒135-0063 東京都江東区有明3-8-35 東京臨海広域防災公園管理センター
FAXTEL 03-3529-2180 03-3529-2188（9:30-17:00）

※当施設は学習施設です。酒気帯びのご来館者の入場をご遠慮いただく場合がございます。
ご記入いただいた個人情報は、団体予約申込の確認、ご連絡、および公園からのお知らせのみに利用し、安全に管理いたします。
また、いかなる第三者にも個人情報を提供することはありません。

※電話のおかけ間違いが増えております。番号をお確かめのうえ、おかけくださいますよう お願いいたします。 

※利用する場合はバスの台数を記入してください。(マイクロバス以上)

映像鑑賞
屋上庭園　　 園地 （ヘリポート・エントランス広場・草地広場・多目的広場等、自由見学）


