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ご愛読感謝
　プレゼント

ご愛読感謝プレゼント

総計　　   名様に当たる

「星ナビ」

創刊20周
年

特別企画
第２弾

「星ナビ」の創刊は2000年12月号（2000年11月5日書店発売）。以来20年、この
12月号で「創刊20周年」となりました。これも、創刊以来ずっと「星ナビ」を応援してく
ださった読者の皆さま、および天文趣味に関わるさまざまな団体や企業の方々のおかげ
と感謝しております。改めてお礼申し上げるとともに、今後ともよろしくお願いいたします。
さて、創刊20周年にあたり、各方面から提供していただいた20カテゴリー40アイテムを、
ご愛読感謝として総計60名様にプレゼントいたします。ふるってご応募ください。

周年 周年創刊 創刊

カテゴリー
アイテム

！

18 -19 ページに綴じ込みの「星ナビ創刊20周年記念アンケート」ハガキに、必要事項と、ご希望の
プレゼントカテゴリー記号　（例：ステラナビゲータ11なら「SN」）を第3希望まで記して送ってください。
●応募締切：2020年12月7日（月）必着　●同一カテゴリーに複数のアイテムがある場合、プレゼント品は編集部で任意に選びます。
●当選者の発表は、プレゼントの発送（2021年1月ごろの予定）をもって代えさせていただきます。
●18 -19 ページ掲載の10カテゴリーは、アストロアーツWeb ページの「星ナビ創刊20周年記念アンケートフォーム」からも応募できます。

五藤光学研究所

2021年カレンダー
DEEP SPACE 2021
「ドーム空間のトータルクリエイター」
として、世界各地にプラネタリウムや
望遠鏡などを納入している五藤光学
研究所からのプレゼントは、同社オ

リジナル の2021年カレンダー
「DEEP SPACE 2021」。壁掛け
の大判サイズで、ハッブル宇宙望
遠鏡などが撮影した天体写真が
大迫力で楽しめます。非売品で
すが、今回特別に読者プレゼン
トとして提供していただきました。

応募
方法

NEWTONY

MAKSY60

CS-BINO
 3×50

CS-BINO 
2×40

ステラナビゲータ 11

ステラナビゲータ 11

プラネタリア TOKYO

ステライメージ 8 ステラショット2

コニカミノルタプラネタリウム プラネタリウム鑑賞券
星空をヒーリングやエンターテイン
メントとして楽しめるプラネタリウ
ム番組を多数上映している「プラネ
タリウム“満天”／“天空”／プラネ
タリア TOKYO」を展開するコニ
カミノルタプラネタリウムからは、
直営3施設いずれかで利用できる
鑑賞引換券ペア 5組を提供してい
ただきました。ご利用方法・期限
等は券面の記載をご確認ください。

ビクセンから提供いただいたのは、コン
パクト赤道儀「星空雲台ポラリエ U」。ス
マホやタブレット用の専用アプリを介して
さまざまなカスタマイズ設定が可能で、
星空撮影時は細かな追尾速度の設定を、
タイムラプス撮影時はインターバル・露光
時間・回転速度を設定することで、多彩
な撮影を楽しむことができます。豊富な
アクセサリーパーツも用意されています。

星空雲台ポラリエU

高橋製作所

STARBASE80
スターベース エイティ

「STARBASE80」は、高橋製作所直営の望遠
鏡ショップ「スターベース」オリジナルの初心
者用望遠鏡。架台は使いやすい経緯台で、光
学系は口径80mmF10 のアクロマート屈折。
Or6mm（133倍 ）、Or14mm（57倍 ）、 天
頂ミラーが付属し、すぐに観察を始めることが
できます。一式で6kg ほどなので誰でも楽に
持ち運ぶことができます。

アストロアーツからは「ステラシリーズ」
の天文ソフト3種各1本をプレゼント。

「ステラナビゲータ 11」は、リアルで美
しい星空や天文現象を正確に再現する
天文シミュレーションソフト。「ステライ
メージ 8」は、天体写真のために設計・
開発された画像処理ソフト。「ステラ
ショット2」は、赤道儀・カメラ・オー
トガイダーなどの撮影機器をPC から統
合制御することができる天体撮影ソフト
です。いずれもWindows PC 用。

サイトロンジャパン
学習用天体望遠鏡キット
MAKSY60/NEWTONY
サイトロンジャパンの「学習用天体望遠鏡キット」
は、鏡筒のカバーを開けて光学系の仕組みを
学ぶことができるユニークな天体望遠鏡です。
「NEWTONY」は口径50mm F4のニュートン反
射、「MAKSY60」は口径60mm F12.5のマクスト

フ・カセグレンです。スマー
トフォンアダプターも付属

しているので、天体撮
影を楽しむことも

できます。

笠井トレーディング

CS-BINO 
2×40/3×50

笠井トレーディングからは、広
視野で超低倍率の「星座鑑賞
用双眼鏡 CS-BINO」2機種
を提供していただきました。
「2×40」は有効口径40mm、
倍率2倍で実視界24°、「3×
50」は有効口径50mm、倍率
3倍で実視界17°。肉眼よりも1〜2等級暗い星ま
で見えてきて、あたかも眼をドーピングしたよう
な独特の星空の見え方を楽しむことができます。

アストロアーツ

ステラナビゲータ11
ステライメージ8
ステラショット2

ケンコー・トキナー提供の「PRO1D 
プロソフトン クリア（W）」は、星空写
真の定番フィルター「プロソフトン（A）」
の約半分のソフト効果が得られるソフト
フィルター。明るい星を適度に滲ませ
ながらも地上景色へのソフト効果を最
小限に抑えられるので、星景写真で風
景をクリアに写したい時に最適です。
フィルター径は82mm。

ケンコー・トキナー

プロソフトン 
クリア（W）φ82mm

ビクセン
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今年1月放送のアニメ『恋する小惑星』は、アストロアーツが星空の描
写に協力し、星ナビでも1月号から3号連続で紹介した本格派天文アニ
メ。KADOKAWAからは「スペシャルイベント限定のグッズ4点」、アニ
メ制作を担当した動画工房からは「台本風ノート」と「クリアファイル」
をいただきました。総計6アイテム30個の中からセレクトした4セットを
プレゼント。何が入っているかは届いてからのお楽しみ！

KADOKAWA＆ 動画工房 恋アスKiraKiraセット

KAGAYAワールドKAGAYAスタジオ 
デジタルファインアーティスト、プラネタリウム映像制作、星景写真家と
多彩な活躍で大人気のKAGAYAさん。その作品は、創刊号を含めて20
回以上星ナビの表紙を飾っています。連載「88星座めぐり」で全星座
のイラストを掲載し、現在はフォトエッセイ「KAGAYA通信」を連載中。

明石市立天文科学館 プラネグッズ
「B級天文学研究室」を連載するブラック星博士からのプレゼントは、明石市
立天文科学館のオリジナルグッズ2アイテムです。「タンブラー」にはカール
ツァイスイエナUPP23/3が描かれています。「Tシャツ」の表には星形に配置
されたダジャレ、裏にはブラック星博士の顔が大きく描かれています。

「HAYABUSA」シリーズ2作品
LiVE

小惑星探査機「はやぶさ」「はやぶさ2」のミッションを、緻密で正確な描
写と敬意あふれる演出で映像化し、全国のプラネタリウムで上映された
「はやぶさ3部作」。監督を務めた上坂浩光さんから、その第1作のブルー
レイと第2作のDVDをプレゼント。

大正製薬

ファイト一発！「はやぶさ2」！
宇宙をめざすすべての人を応援する「SPACE PROJECT」を展開するリポビタン
D（大正製薬）。上坂浩光監督（LiVE）の映画「HAYABUSA2 〜REBORN」に
出てくる「はやぶさ2」の厳選シーンをイラストにした、「リポビタンDデザインボ

トル」をプレゼント。

天空カレンダーと星空風景
日本プラネタリウムラボラトリー

「ビジュアル天体図鑑」を連載中の天体写真家・沼澤茂美
さん。オリジナルの2021年カレンダー「天空の輝き」は、表紙のネオワイズ
彗星のほか、季節を感じる6枚の天体写真で構成。インプレス刊の『夜の絶
景写真 星空風景編』は、星空風景写真の撮影ノウハウが満載です。

渡部潤一

三鷹の森60
TMT・Tシャツ
コラム「三鷹の森」を連載中の国立天文台副
台長・渡部潤一さん。2016年11月には、天
文広報分野に携わって20年が経ったことを
記念してパーティー
を開催。記念誌とし
て配布されたのが、
コラムから60編を
収 録して制 作した
選集『三鷹の森 60 
Select』です。Tシャ
ツは、ハワイのマウ
ナケア山に建設中の
TMT望遠鏡オリジ
ナルデザインです。

マフラータオル 缶バッジ

みらとあおのマグカップ

アクリルスタンド台本風ノート

「HAYABUSA −BACK TO THE EARTH− 帰還バージョン（Blu-ray）」
「HAYABUSA2 −RETURN TO THE UNIVERSE−（DVD）」

2021年カレンダー「天空の輝き」

『夜の絶景写真 
星空風景編』

広報活動20周年記念誌
『三鷹の森 60 Select』

TMT・T シャツ

天プラ（天文学普及プロジェクト）

連載200回目前の「天文学普及プロジェクト 天プラ」から
は、宇宙を感じるオリジナルグッズ2点をプレゼント。
「Astronomical Toilet Paper」は、長さ70cmのなかに標
準的な星の一生（100億年）をぎゅっと濃縮したトイレッ
トペーパー、「LSS（Large Scale Structure）」は、宇宙の
大規模構造で涼を感じる扇子です。

宇宙グッズ

ブラック星博士ダジャレTシャツ（L）
投影機タンブラー（350ml）

音楽ユニット「アクアマリン」のボーカ
ル・ミマスによるエッセイを連載中。ア
クアマリン8作目となる新作アルバム
『宇宙の森』には、土星の環がテーマの
『リング・リング』、星や星座を歌った
『北極にすむキリン』『スワン』『春風
の中のシリウス』など、あなたを星空や
旅へと誘う15曲を収録。

・写真集『天空への願い』
・2021年カレンダー
「KAGAYA 奇跡の風景
−天空からの贈り物−」

・パズル天空物語
「めぐる星々と神殿」
「宇宙への飛翔−イプシロンロケットの発光雲−」
「幻の銀河橋（北海道）−天の川とタウシュベツ川橋梁−」

Astronomical Toilet Paper 4個セット

『プラネタリウムを作りました。［改訂版］
 7畳間で生まれた410万の星、そしてその後』

『人気プラネタリウム・クリエーターが作った世界一美しい星空の教科書』
『星空をつくる　プラネタリウム・クリエーター大平貴之』
『プラネタリウム男』『ツイッター宇宙講座』

大平技研 大平貴之さん著書
プラネタリウムクリエイターとして活躍する大
平貴之さんから著書を5冊プレゼント。原点と
もいえる『プラネタリウムを作りました。7畳
間で生まれた410万の星』の改訂版から、発
売されたばかりの新刊まで5冊をチョイス。

思い出クリアファイルセット

沼澤茂美さん
サイン入り

KAGAYAさん
サイン入り

渡部潤一先生
サイン入り

アクアマリン
サイン入り

大平貴之さん
サイン入り

上坂浩光監督
サイン入り

©Quro・芳文社／星咲高校地学部

アクアマリン

宇宙の森

ご愛読感謝プレゼント周年創刊
LSS（Large Scale 
Structure）扇子


