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報道関係者各位
プレスリリ ース

BE KOBEシルバニアファミリ ー

2021年2月吉日

神戸海洋博物館では、 2021年3月17日（水）�5月9日（日）まで、 『BEKOBEシルバニアファミリ ー わくわくミュ ー ジアム
2021 in神戸海洋博物館』を開催いたします。

※本企画展は新型コロナウイルス感染拡大の防止策を講じた上で開催いたします。

なお、 感染症の今後の動向により、 イペントの内容を変更または、 中止、 延期する場合がありま

す。 また、 館内の3つの密を避けるため、 入館者数の制限をさせていただきます。 詳しくは、 当

館HPにてご確認ください。

【会 期】2021年3月17日（水）-5月9日（日）

【会 場】神戸海洋博物館 2階企画展示室

【時 間】10 : 00-18 : 00 (最終入館17 : 30) 

【休館日】月曜日（祝日の場合は翌日休館）

【主 催】神戸海洋博物館

【観覧料】入館料のみ（大人900円 小人400円）

※その他、 団体料金・割引等につきましては、http://www.kobe-maritime-museum.com/よりご確認ください。

【内 容】

誕生から 35 年以上たった現在も、 世代を超えて世界中で愛され続けるシルバニアファミリ ー の仲間たちが神戸の港に遊びにき

ました。 ド ールハウス作家が “神戸の街並み＂ をイメ ー ジして作成した会場限定の展示作品や、 約6mの超特大ジオラマ展示

を中心に、 シルバニアファミリ ー の仲間たちを紹介します。 神戸ならではのフォトスポットも登場！また、 期間限定でシルバ

ニアファミリ ー の大きなお人形を神戸海洋博物館内の各所で見つけることが出来ます。

シルバニアファミリ ー の愛らしさを存分にお楽しみください。

超特大ジオラマ
約6メ ー トルのシルバニア村の特大ジオラマやシルバニアタウンが登場。
シルバニアファミリ ー の仲間たちが暮らす様子をご紹介します。

大きなお部屋の撮影コ ー ナー

シルバニアファミリ ー の仲間が大きなお部屋に登場。 一緒に記念撮影をしてください。
神戸海洋博物館会場限定のフォトスポットも登場！

シルバニアファミリ ー の仲間たち
35年以上愛され続けているシルバニアファミリ ー が集合します。 新しいファミリ ー や
赤ちゃんシリ ー ズなどを中心にご紹介します。

ド ールハウス作家作品
ド ールハウス作家がリ メイクした個性的なシルバニアファミリ ー の世界観を

お楽しみください。 画像作品：工藤和代

本件に関する問い合わせなどの連絡先

神戸海洋博物館 広報担当 山本まで
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シルバニアファミリーの大きなお人形大集合！！

企画展示室を飛び出し、神戸海洋博物館内の色々な所にシルバニアファミリーの大きな

お人形が隠れています。可愛い仲間たちを探してください。

全場限定!BE KOBEオリジナルジオラマ

トールハウス作家が、神戸の街並みをイメージして作成したオリジナルのジオラマを

公開いたします。神戸でしか見ることのできない作品をご紹介します。

シルバニアファミリームービーを楽しもう！

自然いっぱいのシルバニア村や、夢が膨らむあごがれの街を舞台に元気いっぱいの

仲間たちが大活躍するストーリーのムービーを~H/~ します。

会場： 2階マリタイムシアター

お人形専用フォトスポット

自分のお人形で写真が撮れる、お人形専用のフォトスポットが登場。

シルバニアファミリーのお人形を持ってきてね。

【関連イベント】

#BEKOBEシルバニアファミリー SNS投稿キャンペーン

#BEKOBEシルバニアファミリーをつけて企画展の様子をSNSに投稿して頂いた方に、

画面提示でオリジナルシールをプレゼント！

開催日： 3/17 (水） ~5/9 (日）

時 間： 10: 00~定員になり次第終了

定員：各日先着100名

対象：どなたでも

※詳細を後日SNSにてご案内いたします。

シルバニアファミリークイズに挑戦

シルバニアファミリー展示をじっくり見てクイズに答えて

オリジナルポストカードをもらおう！

開催日： 3/17 (水） ~5/9 (日）
時 間： 10: 00~定員になり次第終了

定員：各日先着100名

対象：どなたでも

本件に関する問い合わせなどの連絡先

神戸海洋博物館広報担当 山本まで
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TEL 078-327-8983 FAX 078-391-6756 e-mail : pr@kobe-maritime-museum.com 
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ドレスデコレーション体験お人形つき

好きなドールにドレスを選んで、 ドレスアップしたあなただけのお友達を連れて帰ろう！

開催日： 3月27日（土） ・28日（日） . 5月9日（日）

時 間： 10: 00~無くなり次第終了

参加費： 1,100円※ドール1体つき

定員：各日先着150名

会場：講堂

はずれなし！シルバニアファミリーくじ

シルバニアファミリーのすてきな賞品が必ず当たるくじです！大きなお家も当たるかも！？

開催El: 4月18El (El) ・25日（日）

5月2日（日） ・3日（月・祝）

時 間： 10:00~無くなり次第終了

参加費： 1回600円

定員：各日先活200名

会場：講堂

ショコラウサギのフレアグリーティング

ショコラウサギのフレアが神戸海洋博物館に遊びに来るよ。

一緒に記念撮影しよう！

開催日： 5月4日（火・祝）、 5日（水・祝）

時間： 1日2回登場 11: 00/14 : 00 

定員：各日先着100名

会場：講堂

【グッズ販売】

神戸海洋博物館のミュージアムショップ「KOBEMARITIME MUSEUM SHOP」にて、

シルバニアファミリーグッズを期間限定で販売いたします。

※ ス・イベントの 百 はイメージとなります ，、の 示パとデザイン・士、が里なる日＾がございま

本件に関する問い合わせなどの連絡先

神戸海洋博物館広報担当 山本まで
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