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株式会社セガトイズ（本社：東京都品川区、社長：宮崎 奈緒子、以下セガトイズ）は、家庭用

プラネタリウムに日本初の星が瞬く機能を搭載した『Homestar（ホームスター）』と、星が最も

輝いて見える場所に環境省より認定された、日本一の星空が綺麗な長野県阿智村の観光拠点施設

「ACHI BASE（阿智ベース）」との共同でコラボバルを開催します。開催期間は、2022 年 8 月

1 日（月）20 時から 2022 年 12 月 25 日（日）23 時 30 分の期間限定で営業します。 
＊１阿智村は環境省が実施した全国星空継続観察で「星の観察に適していた場所」の第一位（平成 18 年）に認定 

＊2日本国内で販売されている光学式タイプ（レンズ式投影）の家庭用プラネタリウム製品として、日本で初めてとなる機能（株式

会社セガトイズ調べ 2021 年 8 月 5 日時点） 

   

■日本一の星空と、日本初の星空が共演し、長野県阿智村に最強スポット誕生 

長野県阿智村は、環境省の実施する全国星空継続観察で「星の観察に適していた場所」の第一位に

認定された日本一の星空を楽しめる村です。その日本一の星空にある株式会社阿智昼神観光局が運

営する、環境拠点施設「ACHI BASE」で、セガトイズの家庭用プラネタリウム『Homestar』を活

用し天気に左右されずに、星空を楽しめるコラボバル「Homestar×ACHI BASE 星空バル」を開

催します。約 1 年ぶりの開催となる「ACHI BASE」のバルでは、店内から店外まで合計 10 台の

『Homestar』を設置し、店舗のどこにいても星空を堪能できます。コロナ禍による、バルの営業自

粛を経て、現地に来ていただいたお客様に天候に左右されることなく星を満喫し、癒しをお届けし

たいという双方の思いからコラボレーションが誕生しました。 

 

■カップルや、ファミリーにも最適なスペシャルシート 

日本一の星空が堪能できる野外テラスのスペシャルシートでは、家庭用プラネタリウムに日本で初

めて星が瞬く機能を搭載した『ホームスター』の星空と日本一の星空を同時に眺めることができま

す。月灯りのなか、星を同時に楽しむことができる究極の癒し体験を堪能いただけます。 

 

【料金】 

・1 名様 1 時間料金 1500 円（ドリンク 1 杯・おつまみセット・税金、サービス料含む） 

※2 名様より利用可能となります。 

日本一＊１の星空と、日本初＊２の星空が共演 

長野県阿智村に、セガトイズ×ACHIBASE コラボ 
「星空バル」期間限定オープン 

開催期間：2022年 8月 1日（月）20時～2022年 12月 25日（日）23時 30分 

――阿智村の星空をイメージしたオリジナルカクテルをご用意―― 



 

「Homestar×ACHI BASE 星空バル」概要 

■営業期間 2022 年 8 月 1 日（月）～2022 年 12 月 25 日（日） 

■定休日  毎週火曜日 ※8 月中は休まず営業 

■営業時間 19：00 ～ 23：30（ラストオーダー23：00）※8 月中は 20：00 オープン 

■会場 〒395-0304 長野県下伊那郡阿智村智里 338-25 観光拠点施設 ACHI BASE 

■公式 WEB http://achibase.com 

■お問合わせ 0265-49-3177 

 

星や星座にちなんだ名前のドリンクメニューを、13 種ラインナップしています。 

 

【長野県阿智村】 

阿智村は、長野県の南端にあり、「昼神温泉」と「花桃の里」で知ら

れる、山あいの静かな村です。昭和 48 年に湧出した昼神温泉は「ア

ルカリ性単純硫黄泉」ｐH＝9.7 のとろっとした滑らかなお湯はまる

であたたかな化粧水に浸かっている様。つるつるすべすべの肌触り

になることから 『美肌の湯』 とも呼ばれています。また、阿智村

は環境省が実施した全国星空継続観察で「星の観察に適していた場

所」の第一位（平成 18 年）に認定されています。 

 

◇家庭用プラネタリウム『Homestar』最新情報◇ 

■「ホームスター」シリーズ初の“星空がある暮らしを疑似体験”できるポッドキャスト番組

配信中！第 4弾は、7月 20日（水）15時より配信スタート！前島亜美さん、大塚 愛さんの 2

人のサイン入り「Homestar」をプレゼント 

本番組は、シリーズ累計販売台数 170 万台を突破した、株式会社セガトイズが販売する家庭用プラ

ネタリウム「ホームスター」シリーズが届ける、星空がある暮らしの“上質さ”や“癒し”を感じ

尽くせるポッドキャスト番組です。ホームスターの星空のある暮らしを再現したラジオドラマや、

ホームスターを使用した時の体験音声を中心に、星空がいつでもそばにある暮らしの”上質さ“や”

癒し”を、街灯で溢れる大都会東京のとあるビルの一室から MC の前島亜美さんが奥深く掘り下げ

ていきます。第 4 弾では、大塚 愛さんが第 3 弾に引き続きゲストとして登場。「ホームスター」が

作り出す“星空”の元、人生で一番心に残っている星空のエピソードや好きな星についてのトーク

や即興イラストに挑戦しました。出演を記念して、大塚 愛さんと前島亜美さんの直筆サイン入り

『Homestar』が当たる Twitter キャンペーンも 7 月 20 日（水）15 時より開始します。 

 

■番組概要 

・番組タイトル：『Home stars 星のある暮らしを、あなたに』 

・エピソード 4 配信日時：2022 年 7 月 20 日（水）15:00 

・配信プラットフォーム：Spotify・Apple Podcast・Amazon Podcast・Google Podcasts 

URL：https://omny.fm/shows/home-stars/playlists/podcast 

 

http://achibase.com/
https://omny.fm/shows/home-stars/playlists/podcast


 

【Twitter キャンペーン概要】 

大塚 愛さんと前島亜美さんの直筆サイン入り「ホームスター」を抽選で 1 名様にプレゼント。 

＜応募方法＞ 

①@HomestarJapan をフォロー 

②該当投稿をリツイート 

＜応募期間＞ 

2022 年 7 月 20 日（水）15:00 ～ 2022 年 7 月 24（日）23:59 

＜利用規約＞ 

https://www.segatoys.co.jp/campaign/follow_and_retweet_campaign/ 

 

【HOMESTARシリーズとは】 
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。天候に左右されず、いつもの自宅に
いながらスイッチひとつで圧倒的な星空空間を楽しめ
る商品です。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、お風呂
でも使用できるシリーズなど多くの話題商品を販売。
発売から 10 周年となった 2015 年には販売台数が 100
万台を突破しました。現在、40を超える国と地域で販売しており、2021年 4月には販売台数 170万
台を突破し、2021 年 8 月には、日本で初めて*1「星が瞬く」機能を搭載した「Homestar（ホーム
スター）」を発売しました。 

(*1) 日本国内で販売されている光学式タイプ（レンズ式投影）の家庭用プラネタリウム製品とし

て、日本で初めてとなる機能（当社調べ 2021 年 8 月 5 日時点） 

 
商品情報 
・商品名：『Homestar（ホームスター）』 
・同梱内容：本体、専用恒星原板 2 枚、専用効果原板 1 枚、専用 AC アダプター、レンズキャップ、 

取扱説明書兼保証書 
・商品サイズ：幅 165×高 162×奥 160 ㎜ 
・素材：本体：ABS、PC、EVA、ガラス、PE 
    原板：アクリル AC アダプター：PC+ABS、PVC 
・対象年齢： 15 才以上 
・価格： 14,300 円（税込） 
・著作権表記：©SEGATOYS 
・販売流通：玩具専門店、量販店、雑貨販売店、通信販売、 
セガトイズ EC サイト「セガトイズ.com」など 

・商品詳細ページ：https://www.segatoys.co.jp/homestar/ 

 
 
 

セガとセガロゴは株式会社セガまたはその関連会社の登録商標です。 

SEGA and SEGA logo are registered trademarks of SEGA Co., Ltd., or its affiliates. 

 

 

https://www.segatoys.co.jp/campaign/follow_and_retweet_campaign/
https://www.segatoys.co.jp/homestar/

