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2020 年 8 月 27 日 

有限会社 大平技研 

 

－ Starlight Flight produced by MEGASTAR－ 

世界初！高度 1 万メートル上空でプラネタリウム 

スターフライヤーが MEGASTAR の星空と本物の星空を満喫できる 

周遊企画フライト実施 

 
 

有限会社大平技研（代表取締役：大平貴之、以下大平技研）は株式会社スターフライヤー（代表取締役・

社長執行役員：白水政治、以下スターフライヤー）と共同で、機内でプラネタリウムをお楽しみいただける

周遊企画フライト、「Starlight Flight produced by MEGASTAR」を 2020 年 10 月 17 日（土）に実施いたし

ます。この周遊企画フライトは北九州空港を発着し、約 90 分上空で九州の夜空や夜景だけではなく、

大平技研のプラネタリム投影機「MEGASTAR CLASS」6台を使用して機内でプラネタリウムをお楽しみ

いただける世界で初めての周遊企画フライトです。さらに、高度 1 万メートルの機外に見える至上の星

空をご体験いただけるよう、機内の照明を特別に消灯します。「MEGASTAR」の開発者でプラネタリウ

ム・クリエーターの大平貴之による星空解説もお楽しみいただけます。（※開催当日の天候により、星

が見えにくい場合がございます）。 

フライト前には、普段は一般公開されていない格納庫で、飛行機を間近に眺めながらオープニング

セレモニーを開催します。WELCOME ドリンクや大平貴之のトークショー、サイン会などのほか、バック

ヤードツアーやフルフライトシミュレーター体験等のオプションもご用意しております。 

スターフライヤーの上質な機内空間で、スターフライヤーでしか体験できないこの周遊企画フライト

をお楽しみください。2020 年 8 月 28 日（金）13:00 より座席発売を開始いたしますので、申し込み方

法や周遊企画フライトの詳細については HP  （https://www.starflyertour.com/starlightflight/） をご

覧ください。皆様のご応募をお待ちしております。 

『感動のあるエアライン』 スターフライヤーの翼で快適な空の旅をお過ごしください。 

https://www.megastar.jp/
https://www.starflyertour.com/starlightflight/
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●大平貴之 

プラネタリウム・クリエーター、大平技研代表取締役 

小学生の頃からプラネタリウムの自作に取り組み、 大学 3 年時

に、個人製作は不可能と言われたレンズ投影式プラネタリウム

の開発に成功。1998 年、従来の 100 倍以上の星を映し出す

「MEGASTAR」を発表。2004 年、日本科学未来館に設置した

「MEGASTAR-II cosmos」がギネスワールドレコーズに認定され

た。ネスカフェ・ゴールドブレンドの TVCM に「違いを楽しむ人」と

して出演。世界初の光学式家庭用プラネタリウム「HOMESTAR」

シリーズ（セガトイズ）は世界累計 130 万台超を販売。国内外施

設への MEGASTAR 設置のほか、多方面でプラネタリウムの新

たな可能性を切り開き続けている。飛行機の操縦免許を保有し

ており、現在も仕事の合間を縫って訓練飛行を行っている。文部

科学大臣表彰科学技術賞、IPS テクノロジー＆イノベーションアワード 2018 等受賞多数。 

https://www.megastar.jp/about/#ohira  

 

●MEGASTAR CLASS 

1998 年当時、世界で初めて天の川を星の集団で表現し、100 万個以上の星を投影して世界を驚か

せた「MEGASTAR」。同じ技術を使って開発された超小型機種が「MEGASTAR CLASS」です。人間

の視力では見分けられないけれども、確かにそこに存在して輝いている小さな星の一粒一粒。その

ようなかすかな存在までをも忠実に映し出すことによって、本物の星空が持つ奥行きと広がりを、ま

るで本物と見間違えるかのような精密さで映し出します。 

今回のフライトでは「MEGASTAR CLASS」6 台で機内に精密な宇宙を再現します。 

https://www.megastar.jp/class/  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

https://www.megastar.jp/
https://www.megastar.jp/about/#ohira
https://www.megastar.jp/class/
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■株式会社スターフライヤー （スターフライヤーより） 

 

 

 

株式会社スターフライヤー（以下、

スターフライヤー）は、「感動のあ

るエアライン」を企業理念に、既存

の航空会社にはない新しい航空

輸送サービスをお客様、社会に提

供する目的で設立された航空会社

です。 

安全運航の下、新たな輸送価値を

お客様に提供するために、「人」と

「心」を大切にすることをその核に

据えました。お客様、お荷物を単

に運ぶのではなく、お客様ご自身

やご家族のお気持ち、荷物に託さ

れたお心までも大切にお運びする、それがスターフライヤーの提供する輸送価値の核となるもので

す。「人」と「心」を大切にするという核を発展させ、スターフライヤーならではの輸送サービスをご提

供するためには、社員一人ひとりが個性、創造性を余すことなく発揮しホスピタリティをもってお客様

に接することが重要です。定められた手順や方式にとらわれるのではなく、その時々の、その場

面々々でお客様がめられる、さらには望んでおられるサービスを、ホスピタリティをもって提供してい

く、このことがスターフライヤーのサービスの基本姿勢です。他社にはない、追従を許さない私たち

の個性、創造性、ホスピタリティをいかにお客様に提供しご満足いただけるか、これがスターフライ

ヤーという新しい航空会社の存在理由です。 

このホスピタリティの追求を継続し、JCSI 顧客満足度調査 国内航空部門において、「11 年連続 1

位」を獲得しております。 

スターフライヤーはお客様に新しい航空輸送、新しい輸送価値を提供し、お客様と一緒に新たな感

動を求め続ける航空会社です。 

 

 

 
【大平技研に関するお問合わせ先】 

（有）大平技研   企画広報ディレクター＆国際ビジネスマーケティング  大渡恵子 

フランス駐在（日本との時差-7 時間のため、ご返信が遅くなる場合があります） 

E-mail： ｐｕｂ＠ｍｅｇａｓｔａｒ．ｊｐ （全角を半角に変えて送信してください） 

WhatsApp： 080-1084-7367 （オンラインで無料通話可能） 

本社：〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町 4489-1 

TEL： 045-507-3531   FAX： 045-507-3532  

URL： https://www.megastar.jp/   

 

https://www.megastar.jp/
https://www.megastar.jp/
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＜別紙 Starlight Flight produced by MEGASTAR＞ 

【周遊企画フライト概要】 

周遊企画 

フライト名 
Starlight Flight produced by MEGASTAR 

実施日 2020年 10月 17日（土） 

発着空港 北九州空港 

発着時刻 北九州：19:00発 → 20:45 着（予定） 

飛行ルート 九州～四国上空 

募集組数 39組（予定） ※1 組 1～3名様でご搭乗いただけます。 

募集プラン 各種お楽しみいただける特別なプランを用意しております。 

A.ベーシックプラン 

 格納庫でのオープニングセレモニー 

 周遊企画フライトへの搭乗 

B.バックヤードツアープラン 

 格納庫でのオープニングセレモニー 

 周遊企画フライトへの搭乗 

 バックヤードツアー 

C.フルフライトシミュレーター体験プラン 

 格納庫でのオープニングセレモニー 

 周遊企画フライトへの搭乗 

 フルフライトシミュレーター体験 

D.バックヤードツアー、フルフライトシミュレーター体験プラン 

 格納庫でのオープニングセレモニー 

 周遊企画フライトへの搭乗 

 バックヤードツアー 

 フルフライトシミュレーター体験 

 

【募集人数】 

 A 

ベーシック 

B 

バックヤー

ド 

C 

シミュレーター 

D 

（B+C） 

最大受付数 39 組 17 名 3 名 3 名 

周遊企画フライト 〇 〇 〇 〇 

オープニングセレモニ

ー 

〇 〇 〇 〇 

バックヤードツアー  〇  〇 

シミュレーター体験   〇 〇 
 

https://www.megastar.jp/
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【応募要領】 

応募方法 

以下の HPよりお申し込みください。 

・申し込みページ https://www.starflyertour.com/starlightflight/ 

・販売代理店：ラド観光 北九州営業所 

 

応募組数が募集組数を上回った場合は、抽選となります。 

当選された方々には 2020年 9月 10日（木）～11 日（金）に当選メールをお送

りいたします。 

申し込み 

受付期間 
2020年 8月 28日（金）13:00～9月 9日（水）17:00 

料金 

1組（最大 3名） 60,000円（税込） 

 

本プランは Go Toトラベルキャンペーンの割引が適用できます。その他東京発

プランやオプショナルツアーとして、バックヤードツアーやフルフライトシミ

ュレーター体験プランもご用意しております。詳細は申し込みページをご覧く

ださい。 

申し込み条件 

お申し込みの際には、予め以下の点に同意の上、ご応募ください。 

 

・周遊企画フライト当日（10 月 17日（土））16:00までに北九州空港の指定場

所に集合、搭乗手続き及び搭乗前セレモニーに参加ができる方 

※空港までの交通費・駐車場料金は参加者負担とさせていただきます。 

※バックヤードツアー、フルフライトシミュレーター体験は別途集合時間を

ご案内いたします。 

 

・Starlight Flight 当日の映像や写真が、弊社の広告媒体や一般メディアに掲

載される可能性があることに同意いただける方 

 

・天候や整備都合、新型コロナウイルス感染症の蔓延により急遽フライトがキ

ャンセルになることについてご了承いただける方 

 

※座席や投影環境によってプラネタリウムの見え方が異なります。 

ツアーに関す

るお問合せ 

ラド観光 北九州営業所 

TEL: スターフライヤー Starlight Flight 事務局 

営業時間：9:30～12：00/13：00～18:30(土日祝休) 

MAIL： info-kkj@rado.co.jp 

TEL ： 093-513-2220 

※お電話での申し込みは受け付けておりません。 

 

 

https://www.megastar.jp/
https://www.starflyertour.com/starlightflight/
mailto:info-kkj@rado.co.jp

