
2021年 8月 5日 

NEWS RELEASE リーガロイヤルホテル京都

リーガロイヤルホテル京都（京都市下京区東堀川通り塩小路 総支配人 藤井 友行）は、家庭用プ

ラネタリウム「ホームスター」シリーズを販売する株式会社セガトイズとコラボレーションし、南国ジャング

ルをイメージした装飾を施したホテル客室内で 2021年 8月 12日（木）発売の日本で初めて *1家庭用

プラネタリウムに 「星が瞬く」機能を搭載した新商品「Homestar」が愉しめる～自然の中で星空を眺め

ているかのような究極の癒し体験を～ 「ホテルで星空グランピング」宿泊プランを2021年8月12日(木)

から 2022年 3月 31日（木）まで販売します。 

◆ 

「ホテルで星空グランピング」宿泊プランは、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している家庭用プラネタリウム「Homestar」の新商品が 2021 年 8 月 12 日（木）

に販売を開始することを記念し、リーガロイヤルホテル京都の客室の一室を南国ジャングルのよう

に装飾し、新発売の「Homestar」を使用して視覚、聴覚からも、「自然の中で星空を眺める」体験

ができる宿泊プラン。 

ライフスタイルの変化により、気軽に旅行やお出かけに行けないことから、客室を非日常空間に

演出し、お客様に癒しを感じていただき、笑顔になってほしいという宿泊部の女性スタッフの想い

からこのプランが誕生しました。 

この宿泊プランは、客室内の 

家具などを取り除き、イミテーションのグリーン 

装飾で南国ジャングル感を演出。テントやラグ、 

ランタンなども設置し、客室内すべてが非日常

的な空間として楽しめます。就寝時は、隣の客

室に移動し、株式会社セガトイズの人気商品で

天井に絵本を投影できる動く絵本プロジェクター

「ドリームスイッチ」を使用することができ、お子

様連れの方にもぴったりなプランです。

お部屋で愉しめるスイーツとして、今 SNS 

で話題の進化系マカロン「トゥンカロン」をシェ 

フパティシエが本プランのために考案。今回

販売される「Homestar」の数量限定特典「紅
こ う

 

環日食
かんにっしょく

（月からみた皆既月食）原板」の「紅環 

日食」や地球と月、木星をイメージした「セガト 

イズコラボ ギャラクシートゥンカロン」のセット

はギャラクシーファンにも嬉しい、このプラン限

定の特別スイーツです。
(*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（株式会社セガトイズ調べ 2021 

年 8 月 5 日時点） 

◆ 

詳細については次頁の通りです。 

≪1 日 1 室限定≫ 

2021 年 8 月発売 セガトイズの星が瞬くプラネタリウム「Homestar」で 

ギャラクシーなグランピング体験 

【セガトイズ×リーガロイヤルホテル京都】 

～自然の中で星空を眺めているかのような究極の癒し体験を～ 

 「ホテルで星空グランピング」宿泊プラン 販売 

販売期間：2021年 8月 12日（木）～2022年 3月 31日（木） 

客室内を南国ジャングルに見立てて、くつろげる空間に。

「星が瞬く」機能を搭載した株式会社セガトイズの新商品

「Homestar」で星空を眺めながらグランピング気分を愉し

めます。（星空グランピング装飾ルーム イメージ） 



 

 

 
 

  

【セガトイズ×リーガロイヤルホテル京都】 

～自然の中で星空を眺めているかのような究極の癒し体験を～ 

 「ホテルで星空グランピング」宿泊プラン 販売 概要 
 
【販売期間】 2021年 8月 12日(木)～2022年 3月 31日（木） ≪1日 1組限定≫  

※政府の発令により、販売期間を変更する場合がございます。 

 

【料  金】1泊 1名料金（朝食・税金、サービス料含む） 

1 室利用人数 料金 

1 室 2 名様利用 11,700 円～ 

1 室 3 名様利用  9,600 円～ 

2 室 4 名様利用 10,600 円～ 

※4名様利用の場合は 1室 2名様の部屋を 2部屋ご用意します。 

 星空グランピング装飾ルームは 1室のみです。 

 

【プラン内容】 

* 星空グランピング 装飾ルーム 

* 就寝用ルーム（スーペリアツイン） 

* 朝食 オールデイダイニング カザ 和洋ビュッフェ 

※朝食内容は変更する可能性があります。 

* セガトイズ 2021年 8月 12日（木）新発売『Homestar（ホームスター）』1台貸出 

  数量限定特典の『紅環日食（月からみた皆既月食）原板』付 

* リーガロイヤルホテル京都 シェフパティシエ考案 

セガトイズコラボ「ギャラクシートゥンカロン」  

1箱 8個セット（1室 1箱 ※4 名様の場合は 2 箱） 

   4種類各 2個入り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特典】 

* セガトイズ 動く絵本プロジェクター「ドリームスイッチ」1台貸出 

 

 
■お客様お問い合わせ先■ 

リーガロイヤルホテル京都  075-361-3333（宿泊予約） 

お問合せ時間 9：00～17:30 

 

 

 

 

＊＊＊本件に関する問い合わせ先＊＊＊ 

リーガロイヤルホテル京都 

総支配人室 販売促進 片桐・三木・近藤 

〒600‐8237 京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町１番地 

TEL：075‐361‐9149（直通）/ FAX：075‐361‐9150 

↑セガトイズコラボ 

「ギャラクシートゥンカロン」イメージ 

① 

② 

③ 
④ 

↑紅環日食をイメージした 

「ギャラクシートゥンカロン」 

真上から見たイメージ 

↑星空グランピング装飾ルーム イメージ 

①セガトイズロゴマーク入り・・・チョコクリームにクッキーをサンド 

②紅環
こうかん

日食
にっしょく

・・・竹炭のマカロンとフランボワーズクリーム、 

果汁のグミ入り。上から見るとクリームが 

赤色のリングになり紅環日食の原板イメージの 

ようになります。 

③地球と月・・・地球をイメージしたマンゴーのマカロンに 

月をイメージしたパッションフルーツクリームの 

マカロンをサンド 

④木   星・・・木星をイメージしたマカロンに 

ギャラクシーカラーの竹炭のクリームに 

ダークチェリーをサンド 

 

 



 

 

 
 

  

【ご参考】 

 
■株式会社セガトイズ 
セガトイズは、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

メントをお届けしています。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を体

験していただいています。 

1991 年の開業以来、常に革新し続けており、近年は、寝る前の親子の時間が変わる、動く絵本プロジェクター「ドリーム

スイッチ」が、発売から 3 年 5 カ月で 30 万台の販売を突破するなど、寝かしつけに悩む親御様から絶大な支持を得

ているほか、ワクワクドキドキを楽しめる“水で洗って変身する”サプライズトイ「WHO are YOU?」も好評をいただいていま

す。また、おもちゃとは思えないほどの高い完成度やメイドインジャパンの安全性、自分でアレンジして作る楽しさでお子

さまの笑顔を引き出すハンドメイドシリーズ「ぷにジェル」など、次々と楽しい時間と絆を創出するエンタテインメントを打

ち出し、さらなる進化・成長を続けています。 
 

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. 
 

＜U R L＞   https://www.segatoys.co.jp/ 

■日本で初めて*1「星が瞬く」機能を搭載した新商品「Homestar」 

【新商品 3 つのポイント】 

①日本で初めて星がまたたく技術を家庭用プラネタリウムに搭載 

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、 

星空の奥行き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、自然の中で流星を見ているかのような、 

楽しみが生まれました。 

(*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（株式会社セガトイズ調べ 2021 年 8 月 5 日時点） 

■「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

ました。 
 

■「月面から見た皆既月食中の地球（紅環日食）」とは 

セガトイズ.com で 8 月 12 日に新発売する『ホームスター』を 

購入すると、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がついてきます。ホームスター 

共同開発者の、プラネタリウム・ クリエーター大平貴之氏が 

制作し、大平貴之氏はこの現象を「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。 
 

■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。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。2018 年には IPS（国際プラネタリウム協会）の 

「テクノロジー＆イノベーションアワード 2018」を受賞。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。 

↑数量限定特典の 

『紅環日食（月からみた皆既月食）原板』 

プラネタリウム・クリエーター↑ 

大平貴之氏 

↑セガトイズ 2021 年 8 月新発売 

「Homestar」 

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

