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日本一の星空、長野県阿智村の夜空を
世界初光学式家庭用プラネタリウム「HOMESTAR」が再現！

阿智村の絶景に圧倒される体験をお部屋でも
――阿智・昼神観光局「天空の楽園 Winter Night Tour」と
コラボレーション実施！
宿泊施設で HOMESTAR 阿智村 ver.を体験できる”星宙 ROOM プラン”誕生――
【2016 年 12 月 3 日(土)～3 月 31 日（金）】
株式会社セガトイズ（本社：東京都台東区、社長：佐々
木章人、以下セガトイズ）は、世界で販売台数 100 万台を
誇る、世界初の光学式家庭用プラネタリウム
「HOMESTAR Classic（ホームスター クラシック）」で、日
本一の星空で有名な長野県阿智村の夜空と風景を再現
する原板を開発し、お部屋でも阿智村での感動を体験で
きる限定バージョンを誕生させます。「HOMESTAR」をセ
ガトイズと共同開発した世界的に有名なプラネタリウム・
クリエーター大平貴之氏も、阿智村とイベントを不定期に
開催しており、大平氏、阿智村、セガトイズの星のプロた
ちが生み出す“極限の日本一の星空”をお部屋で体験い
ただける機会です。
日本一の星空で観光事業に力を入れる長野県阿智村
は、プロジェクションマッピングを使用したエンターテイメ
ントと、他の季節に比べてよりクリアに見える冬の夜空を
楽しめる「天空の楽園 Winter Night Tour」を今年から冬
季限定で開催します。「HOMESTAR Classic」は「天空の
楽園 Winter Night Tour」とコラボレーションし、阿智村・昼
ホームスター阿智村限定 ver.から投影される、
日本一の星空と阿智村の風景
神温泉にある 9 つの宿泊施設で、部屋にいながら阿智村
の夜空と風景に包まれる”星宙 ROOM プラン”を用意しま
す。宿泊されるお客さまは、外でも中でも阿智村の日本一の星空に感動していただけます。

【星宙 ROOM プラン Web サイト】
http://www.segatoys.co.jp/homestar/achimura

【HOMESTAR について】
2005 年 7 月、プラネタリウム・クリエーターの大平貴之氏が監修し、世界初の光
学式家庭用プラネタリウムとして発売を開始。2008 年には約 12 万個の星を投影出
来るシリーズ最上位モデルが登場し、その後、オーロラが投影できるシリーズやキ
ャラクターやアーティストとのコラボレーションモデルなど多くの話題商品が販売さ

れ、発売から 10 周年となった 2015 年には販売台数が 100 万台を突破し、家庭用プラネタリウム
の圧倒的シェアを誇ります。

【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
【プラネタリウム・クリエーター 大平貴之氏】
小学生の頃からプラネタリウムの自作に取り組み、学生時代にアマチュアでは例のないレンズ
式投影機の開発に成功。1998 年、従来の 100 倍以上にあたる 170 万個の星を映し出す
「MEGASTAR」を発表し、話題に。2004 年、「MEGASTAR-Ⅱcosmos」がギネスワールドレコーズに
認定された。2005 年に有限会社大平技研を設立。ネスカフェ・ゴールドブレンドの TVCM にも出演。
国内外施設への「MEGASTAR」設置の他、大型イベントやアーティストとのコラボレーションなどで
プラネタリウムの可能性を切り開き続けている。
阿智村が 4～10 月にかけて開催している「天空の楽園 日本一の星空ナイトツアー」 では、
2015、2016 年と MEGASTAR によるイベントをプロデュース。山頂駅ステーションデネブには超小
型プラネタリウム「MEGASTAR CLASS」を設置した。
http://sva.jp/night_tour/megastar.php
http://www.megastar.jp/
【スタービレッジ阿智誘客促進協議会】
環境省の実施する全国星空継続観察で「星が最も輝いて観える場所」の第一位（平成 18 年）に認
定された阿智村の星空。この「日本一の星空」を地域活性、観光活性に活かし、誘客促進すること
を目的に 2012 年に設立。2012 年 8 月 1 日より「天空の楽園 日本一の星空ナイトツアー」を開催。
2014 年 10 月 18 日より「雲海＆星空 天空の楽園 雲海Ｈａｒｂｏｒ」を開催。2016 年 8 月末迄で両イ
ベント累計 18 万人が来場。
2015 年、2016 年「ジャパン・ツーリズム・アワード」国内・訪日領域 地域マネジメント部門賞 2 年連
続受賞。
【天空の楽園 Winter Night Tour STARS BY NAKED】
阿智村の日本一の星空とプロジェクションマッピング等の光と映像によるショーのコラボレーション
をお楽しみ頂きます。阿智村の四季や自然などをモチーフとした映像や、人の動きに合わせて映
像が投影されるインタラクティブの技術も利用し、アナログとデジタルを融合させた演出を行ない
ます。
＜開催概要＞
■開催日時 ： 2016.12.03（Sat.）-2017.03.31（Fri.）
■会場 ： 富士見台高原ロープウェイ ヘブンスそのはら 〒395-0304 長野県下伊那郡阿智村
智里 3731-4
■料金 ： 大人 2,200 円 小人 1,000 円 幼児無料
【天空の楽園 Winter Night Tour Web サイト】
http://sva.jp/information/2016/09/-winter-night-tourstars-by-naked.php
【スタービレッジ 阿智 Web サイト】
http://sva.jp/
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阿智村は環境省が実施する全国星空継続観察（スターウォッチングネットワーク）において平成１８年度、第１位に選
背景

ばれました。

星が最も輝いて観える場所です。

出典元：スターウォッチングネットワーク

全国各地で一斉に肉眼や双眼鏡を使った身近な方法で星空観察を行うもの。

自然豊かな信州阿智村にある富士見台高原ヘブンスそのはら。街の光が届かない山間で観る満天の星空は息をのむ美し
さ。そんな星の村で冬の間だけ行われる特別イベント。
商品概要

山麓駅と広場に、宇宙空間をテーマとしたプロジェクションマッピングを投影。映像と星空が一体となる壮大な光景を
お楽しみいただけます。会場内では触れるとそこから流れ星が生れる演出や、花火が打ちあがる演出など、見るだけで
はなく体験できるエリアも。毎時４５分にプロジェクションマッピングに連動し場内一斉消灯。感動の瞬間が訪れる。
※春から秋にかけて開催される天空の楽園日本一の星空ナイトツアーとは違い、ゴンドラは運行いたしません。
１９：００

～

２２：００

★チケット販売時間
★最終入場時間

毎時００：００～００：４５

１８：４５～２１：３０

映像演出

（１０分程度の映像をループ）

２１：３０

毎時００：４５～００：００

消灯＆星空解説

（００：４０～消灯前特別演出）
営業時間

★演出の都合上、以下の時間は入場頂けません。
１９：４５

～

２０：００

１９：００～１９：４０

映像

２０：４５

～

２１：００

１９：４０～１９：４５

消灯前特別映像

タイムスケ

１９：４５～２０：００

消灯時間（入場制限時間）

ジュール

２０：００～２０：４０

映像

が変わる場合がございます。

２０：４０～２０：４５

消灯前特別演出

雨天、曇天、雪の際も営業いたします。

２０：４５～２１：００

消灯時間（入場制限時間）

ただし、荒天により営業が困難と判断された場

２１：００～２１：４０

映像

合は営業を中止する場合がございます。

★２１：３０

売店

WinterNightTourオリジナル商品も販売

２１：４０～２１：４５

消灯前特別演出

自動販売機

会場内にあり

２１：４５～２２：００

消灯時間

トイレ

会場内にあり

★２２：００

立地

中央自動車道園原ＩＣより約５分の好アクセス。

駐車場

無料駐車場１，０００台完備

★天候、混雑時、イベント内容により営業時間

雨天・曇天
雪

服装

最終入場時間

終了

０℃を下回る日もございます。
防寒着が必要です。

※場内の安全確保の為、入場制限をさせて頂く場合がございます。村内宿泊施設宿泊者で入場券事前購入者はご入場頂けます。

