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株式会社セガトイズ（代表取締役社長：鈴木義治／東京都渋谷区）は、家庭でプラネタリウムが

楽しめる「HOMESTAR（ホームスター）」シリーズの新商品で、浴室でもご使用できアロマテラピー
で癒される『HOMESTAR aroma+（ホームスター アロマプラス）』（5,250円/税込）を 2013年 6月 28
日 (金 )に、ヒーリング音楽とともにアラスカ・フェアバンクスの夜空を投影する『HOMESTAR 
AURORA ALASKA NIGHT SKY（ホームスター オーロラ アラスカナイトスカイ）』(8,190円/税込)を
2013年 7月 4日(木)に発売いたしますので、ご案内申し上げます。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「HOMESTAR」は、セガトイズとプラネタリウム・クリエーター大平貴之氏との共同開発により誕

生した家庭用としては世界で初めて、業務用と同じ光学（レンズ）式の投影方法を採用したプラネ
タリウムです。基本機種「HOMESTAR Classic」をはじめ、動画再生機能を備えた「earth theater」
など、ユーザーのニーズに合わせて様々な商品を販売してきました。 
この度発売する「HOMESTAR aroma+」は、リビングでのくつろぎの時間やバスタイムなどに、
「HOMESTAR AURORA ALASKA NIGHT SKY」は、音楽とオーロラのヒーリング効果で入眠ツール
として毎日の生活空間にプラネタリウム習慣をご提案いたします。ご自分の生活スタイルに合わ
せてお選び頂ける他、大切な方へのギフトとしてもおすすめです。 

 

家庭用プラネタリウム「HOMESTAR」にシーンで選べる 2 つの新商品が登場 

浴室やお部屋で“生活の木”コラボレーションエッセンシャルオイルが楽しめる 

『HOMESTAR aroma+』 2013年 6月 28日発売 

快眠効果が実証され、就寝時の新習慣におすすめの 

『HOMESTAR AURORA ALASKA NIGHT SKY』  
2013年 7月 4日発売 

●HOMESTAR aroma+ 使用イメージ ●HOMESTAR AURORA ALASKA NIGHT SKY 
使用イメージ 



【HOMESTAR aroma +概要】  

「HOMESTAR aroma +」は、星空の投影とともに心地よい香りのエッセンシャルオイル（精油）を

お楽しみ頂ける家庭用プラネタリウムです。“アロマの日”である 11月 3日の星空（星数約 1万個）

が投影され、お部屋の中はもちろん、防雨形（IPX3）なのでバスルームでもお使い頂けます。 

アロマ皿にお湯を入れ、エッセンシャルオイル（精油）を 1～数滴入れるだけで、お部屋やバス

ルームが星空とアロマの香りに包まれます。 

付属するアロマオイルはハーブ・アロマテラピーの専門店などを運営している“生活の木”が開

発協力。「Forest Polaris(フォレストポラリス)」と名付けられた満天の星の下に広がる森の澄んだ

爽やかさをイメージし、スッキリとした香りの「HOMESTAR aroma+」オリジナルのスペシャルブレン

ドです。星空に、バスリラクゼーションとアロマの要素が追加された、究極のリラクゼーションで癒

しのひとときを気軽に楽しむことができます。 

 

 

【商品概要】  

■商品名：HOMESTAR aroma +(ホームスターアロマ プラス)（全 2色） 
■商品サイズ：幅 96×高 132×奥行 96（mm）（アロマ皿をセットした場合） 
■投影方法：光学式 
■光源：１W 高輝度白色 LED 
■投影星数：約 1万個 
■最適投影距離：約 1.5ｍ～2.3ｍ 
■投影範囲：直径最大 1.8ｍの円状 
■素材：ABS、PC、PP、SI 
■付属品：オリジナルアロマオイル 
■使用電池：単 4 乾電池×4 本（別売） 
■連続使用時間：3 時間 
■対象年齢：15 才以上 
■発売予定日：6月 28日（金曜日） 
■希望小売価格：5,250 円（税抜：5,000 円） 
■販売流通：雑貨店、量販店、通販等 
■著作権表記：©SEGATOYS 

 

 

 

 

 

 

【エッセンシャルオイル開発協力：㈱生活の木】 

 生活の木は、ハーブある暮らし「ハーバルライフ」を提案し 35年のハーブ・アロマテラピーの専門

店です。世界 51カ国の提携農園から厳選したオーガニックハーブや精油などを販売しています。

全国の直営店のほか、ハーブガーデン、サロン、カルチャースクールなど、生活の中にハーブを

取り入れる提案を幅広く行っています。エッセンシャルオイルやアロマテラピーグッズはもちろん、

その他、オリジナルソープなどをオーダーメイドできる化粧品工房、有機ハーブの量り売り、アー

ユルヴェーダのクイックトリートメント、アロマテラピーフェイシャルサロンなど、生活の木のショップ

ではハーブとアロマテラピーの全てが揃います。 

 

 

●ホワイト ●ピンク 

「生活の木」開発協力 

オリジナルブレンド精油同梱 

 



【HOMESTAR AURORA ALASKA NIGHT SKY概要】 

「HOMESTAR AURORA ALASKA NIGHT SKY（ホームスターオーロラアラスカナイトスカイ）」は 3

つの搭載された光学式レンズを詳細にコントロールすることにより高精度かつ動きのある映像で、

夕焼け、アラスカの星空、オーロラの投影を再現します。 

投影されるのは、アラスカ・フェアバンクスの満天の星（約 1万個の星数）。自宅にいながらプラ

ネタリウムとオーロラのゆらぎの効果、α 波音楽に包まれた癒しの空間をお楽しみいただけます。 

また、ホームスターの利用者の約 7割が「寝室での使用経験あり」という事実もあり、本商品に

は 5分、30分のタイマー機能も装備。寝付きの悪い夜などの入眠ツールとしてもお勧めです。 

 

【商品概要】 

■商品名：HOMESTAR AURORA  ALASKA NIGHT SKY 
（ホームスターオーロラ アラスカナイトスカイ） (全 2色) 
■商品サイズ：幅 150×高 155×奥行 150（mm） 
■投影方法：光学式 
■光源：１W 高輝度白色 LED 
■投影星数：約 1万個 
■最適投影距離：約 1.5ｍ～2.3ｍ 
■投影範囲：直径最大 1.8mの円状 
■タイマー機能：5分、30分 
■サウンド：ヒーリング効果の高い 3曲 （manamilke作編曲） 
■素材：ABS、PC 他 
■使用電池：単 3乾電池×4本（別売） 
■連続使用時間：4時間 
■対象年齢：15才以上 
■発売予定日：7月 4日（木曜日） 
■希望小売価格：8,190円（税抜：7,800円） 
■販売流通：雑貨店、量販店、通販等 
■著作権表記： ©SEGATOYS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ホームスター快眠アドバイザー：三橋美穂氏コメント】 

寝具メーカーの研究開発部門長を経て、快眠セラピストとして独立。心の環境、身体の環境、睡

眠の環境を整えることが快眠の 3つの柱と考え、睡眠とストレス、食事、色彩、体操、呼吸法、寝

具などとの関わりについて研究し、著書や監修したＣＤも数多くあります。 

「ホームスターを知ったとき、『これは眠りにぴったり』だと感じ、実際に使ってみると意識が広が

り、心身の緊張が深いところから解き放たれていく感覚がありました。星空を眺めてリラックスしな

がら眠ること、毎日の習慣としておすすめです」 

 

 

2013年 12月 25日午前 0時の 
アラスカ・フェアバンクスの星空 

夕日～夜空の移り変わりで 
おだやかな夕暮れを演出 

アラスカから見えるオーロラの 
イメージを鮮やかに投影 
 

仮 

●ホワイト 

●ブラック 

※画像はイメージです 



【HOMESTAR と快眠効果について】  

生活健康学の第一人者である大阪府立大学名誉教授清水教永氏が、家庭用プラネタリウム

「HOMESTAR（ホームスター）」シリーズ使用による快眠の効果に関する検証を行いました。 

日本人は「生活習慣の多様化により、5人に 1人が睡眠トラブルを抱えている」とも言われてお

り、またホームスター利用者の「就寝時に使用するようになってから、よく寝られるようになった」と

の喜びの声を多数頂戴したことがきっかけで、本検証を実施しました。  

 被験者に平常の睡眠とホームスターを鑑賞しながら就寝した睡眠を比較したところ、大きく 3つ

の効果を得られることが判明しました。 

 

① 寝つきが良くなる  使用前に比べ寝つきが平均 30%改善し時間が短縮した 。 

② 眠りが深くなる    質の良い「徐波睡眠（ステージ 3～4）」の時間が平均 30%延びた。  

③ 寝起きがよくなる  覚醒時の快適度が平均 20%向上。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

※このグラフは「HOMESTAR AURORA」での検証結果です。  

※快眠効果には個人差があり、全ての方に同様の検証結果を保証しているものではありません 

※「HOMESTAR aroma」は浴室以外で快眠効果をご利用いただけます。 

 

■生活健康学研究所 所長／大阪府立大学 名誉教授：清水教永氏のコメント 

眠りの質を高めるためには生活環境の改善が重要です。  

その中でも特に、光環境を変えるだけで眠りの質が 

高まることがわかっています。  

今回の実験結果から、ホームスターを生活に取り入れて、 

快適な睡眠に結びつけることは可能性があると言えます。 

 

 

【商品サイトＵＲＬ】 

http://www.segatoys.co.jp/homestar/ 

【株式会社セガトイズ Webサイト】 

http://www.segatoys.co.jp/ 

【株式会社セガトイズ 会社概要】 

■会社名： 株式会社セガトイズ（英文：SEGA TOYS CO., LTD.） 

■会社 URL： http://www.segatoys.co.jp/ 

《セガトイズお客様相談センター》 

TEL 0570-057-080 （ナビダイヤル） 電話受付時間：月～金 10:00～17:00 （除く祝日） 

※ 携帯、PHS、ケーブルテレビ等、NTT回線以外のお電話からご利用の場合は、03-6831-8317 
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