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202１年 5 月 19 日 

有限会社 大平技研 

－ 大平貴之監修－ 

〜 さらに自然を感じられる家庭用プラネタリウムへと進化 〜 

家庭用プラネタリウム「ホームスター」 

セガトイズから 2021 年 8 月上旬にリニューアル発売！！ 
2021 年 5 月 26 日「スーパームーン皆既月食」まであとわずか！ 

セガトイズ.com 限定特典「紅環日食（月から見た皆既月食）の原板」も発表 

 

有限会社大平技研（代表取締役：大平貴之、以下大平技研）の代表取締役でプラネタリウム・クリエーターの大

平貴之が監修する家庭用プラネタリウム「ホームスター」シリーズの最新作が、2021 年 8 月上旬、株式会社セ

ガトイズ（社長：宮崎 奈緒子、以下セガトイズ）から発売されます。2005 年の発売以来シリーズ累計販売台数

170 万台を突破した「ホームスター」シリーズ。新しい「ホームスター」は、自宅で星空を見ることはもちろん、ま

るで自然の真ん中にいるような気分を体験できる家庭用プラネタリウムへと変化します。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

コロナ禍で、20 代 30 代の 4 人中 3 人が夜空や星を眺めて過ごすことに憧れ！ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

■新商品の企画背景 

2020 年、新型コロナウイルスが世界中でまん延し、人々の日常を変えました。緊急事態宣言の発出や在宅勤

務の導入など、これまで体験したことがないライフスタイルを余儀なくされ、未だにそれは続いています。 

気軽に外出することができなくなった昨今、「自宅で自然を感じたい」そんな需要が見えてきました。 

2021 年 5 月にセガトイズが調査(※)したところ、コロナ禍における 20 代 30 代の 75.5%が「自然の中で、夜空や

星を眺めて過ごす時間を持つことに憧れを感じる」という結果が出ました。2020 年 6 月に調査した際よりも 10%

も増加しています。 

2020 年、自宅にテントを張ってキャンプ飯を嗜む 

「おうちキャンプ」という楽しみ方が増え「ホームス 

ター」も類を見ない売れ行き（前年比 190%）を見せ 

ました。拡大したイエナカ需要、身動きがとれない 

ストレス、気兼ねなく遠出して自然を感じることが 

難しくなった時代に、新しい「ホームスター」で人々

に笑顔になってもらいたい。 

このような背景と思いから、星を見るだけでなく、 

もっと自然を感じられる家庭用プラネタリウムへと 

「ホームスター」を進化させました。 

 

Q.自然の中で、夜空や星を眺めて過ごす時間を 
持つことに憧れを感じますか？ 

※調査概要：20 代 30 代 1000 人を対象に 2021 年 5 月実施。 

憧れを感じる 

75.5% 

https://www.megastar.jp/
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■新商品３つのポイント 

① 投影される星がまたたく技術を搭載 

肉眼で夜空を見た時のように、星がキラキラとまたたいて見え、星空の奥行がさらに感じられるようになりま

す。 

② 自然の音が流れるサウンド機能を搭載 

川のせせらぎや虫の声など 6 種類の自然音を本体から流すことができ、聴覚からも自然を体感できます。 

③ 流星機能の改良 

従来よりも、速く細く流れるリアルな流星を再現しました。それにより、自然の流星のように、より見つけ難くなり、

流れ星を見つける楽しみが増えました。 

 

〜 プロダクトデザインを一新！ 〜 

「自然の星がある暮らし」をコンセプトに、ブランドロゴや商品パッケージも変更します！ 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

「月面から見た皆既月食中の地球（紅環日食）」を再現した原板をプレゼント 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

本商品は 2021 年 5 月 19 日（水）よりセガトイズの EC サイト「セガトイズ.com」でも予約受付を開始します。 

セガトイズ.com で 8 月上旬に新発売する『ホームスター』をご購入いただくと、未だかつて誰も見たことがない、

月面から見た皆既月食中の地球を再現した原板を差し上げます。ホームスター共同開発者である、プラネタリ

ウム・クリエーター大平貴之が制作し、大平貴之はこの現象を「紅環日食」と名づけました。『紅環日食（月から

みた皆既月食）原板』は、数量限定の特典のため、なくなり次第終了となります。 

 

【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が監修し、世界初の光学式家庭用プラネタリウムとして

セガトイズが発売を開始。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

https://www.megastar.jp/
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台を突破しました。現在、40 を超える国と地域で販売されており、2021 年 4 月には、販売台数が 170 万台を突

破しました。 

 

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） 

■発売日： 2021 年 8 月上旬 

■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 

 

特典情報 

■商品名： セガトイズ.com 限定特典『紅環日食（月からみた皆既月食）原板』 

■同梱内容： 恒星原板 1 枚、取扱説明書 

■商品サイズ：幅 50×高 50×奥 3mm 

■素材：アクリル 

■対象年齢： 15 才以上 

■著作権表記：©SEGATOYS 

 

商品詳細ページ 

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

 

●株式会社セガトイズ（英文：SEGATOYS CO., LTD.）   https://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 10:00～12:00、13:00～17:00（除く祝日） 

国内のみならず海外においても、小さなお子さまからお年寄りまで心から楽しんでいただけるエンタテインメ

ントを届けている玩具メーカー。世界中の人々に「楽しい時間」と「絆」を提供するという強い想いの下、玩具

だけにとどまらず、飲食施設や様々なキャラクターなどを通して、これまでにないライフスタイルを提供し、世

界中の人々に新しい感動体験を届けている。 

 

https://www.megastar.jp/
https://www.segatoys.co.jp/homestar/
https://www.segatoys.co.jp/
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●大平貴之   https://www.megastar.jp/about/#ohira 

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

世界累計販売台数 170 万台を突破。国内外施設への MEGASTAR 設置のほ

か、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。直径500m級の巨大ドームに投影可能な新型プラネタリウム投影機「GIGANIUM

（ギガニウム）」を開発し、2019 年にはメットライフドームで 1 万人が同時鑑賞した史上最大プラネタリウムを

実現した。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。 

 

 

 

 

【セガトイズに関するお問合わせ先】 

(株)セガトイズ マーケティング部  広報・PR 担当：東方 箕箸 

TEL： 080-4297-3475    FAX： 03-5825-7250   E-mail： TohoY@segatoys.co.jp 

 

【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/about/#ohira
mailto:TohoY@segatoys.co.jp
https://www.megastar.jp/

