
 

 

 

 

 

報道関係各位 

2022 年 12 月吉日 

ソフトバンク株式会社 
 

日本の美しい星空を身近に感じるプロジェクト 第 2 弾 

「天空の楽園 NIGHT TOUR  presented by Google Pixel | SoftBank」が 

2022年 12月 24日（土）にスタート！ 
 

日本一星空観測に適した場所、長野県・阿智村にて星空撮影体験ナイトツアーを開催！ 
 

 日本全国どこからでも参加可能！豪華賞品がもらえる！ 

「Google Pixel 星空コレクション presented by SoftBankフォトコンテスト」も開催 
 

 

ソフトバンク株式会社は、スマートフォン（スマホ）一つで星空を鮮やかに撮影できる Google のスマホ「Google 

Pixel」を活用した、日本の美しい星空を身近に感じることができるプロジェクトの第 2 弾として、「天空の楽園 NIGHT 

TOUR  presented by Google Pixel | SoftBank」を 2022 年 12 月 24 日（土）～2023 年 3 月 26 日（日）
※に開催します。 

 

今冬は、環境省より“日本一星空観賞に適した場所”として認定されている長野県阿智村で開催される「天空の楽園 

NIGHT TOUR」にて、1 日 100 組先着で星空をきれいに撮影できるスマホ「Google Pixel」をお貸しし、手ぶら

でご来場いただいてもお楽しみいただける限定ツアーを用意しています。「Google Pixel」の天体写真機能を活用

して、長野県阿智村の満天の星空を余すことなく撮影できます。さらにツアーで撮影していただいた星空写真はお持

ち帰りいただけます。 

 

また 2020 年を最後に実施されていなかった「天空の楽園 NIGHT TOUR」内でのプロジェクションマッピング

が、「Google Pixel」および ソフトバンク株式会社の協賛の下、2 年ぶりに開催されます。プロジェクションマッピン

グは人気クリエイティブカンパニーの株式会社ネイキッド（NAKED, INC.）が手がけており、満点の星空とプロジェ

クションマッピングによる光の演出をお楽しみいただける他、夜景も美しく撮影できる「Google Pixel」で、色鮮や

かな写真を撮影できます。 

さらにプロジェクト第 2 弾の開催を記念して、日本全国の「Google Pixel」をご使用のお客さまを対象に

「Google Pixel 星空コレクション presented by SoftBank フォトコンテスト」を実施します。 

「Google Pixel」で撮影した星空写真を「#星コレ」「#Pixelで撮影」「#星空」のハッシュタグをつけて

Instagram で投稿していただき、入賞された方に豪華賞品をプレゼントします。なお、星空を撮影することが難し

い地域にお住まいの方でもご参加いただけるよう、「#星空」以外のサブテーマを設け、2022 年 12 月と 2023

年 1 月は「#イルミネーション」、2 月は「#夜景」、3 月は「#月」を「#星空」のハッシュタグの代わりに付けて投稿す

ることで、フォトコンテストに参加することが可能です。サブテーマで入賞された方には、メインテーマとは別の豪華

※情報解禁日時：2022 年 12 月 19 日（月）11:00 

本件に関する情報解禁日時の順守にご協力お願いいたします。 



賞品も用意しています。 
■「天空の楽園 NIGHT TOUR presented by Google Pixel | SoftBank」について  
 “日本一星空観賞に適した場所”として知られている長野県阿智村の「富士見台高原ヘブンスそのはら」で冬季シーズ

ンに開催されている「天空の楽園 NIGHT TOUR」にて、1 日 100 組先着で「Google Pixel」を無料にてお貸出し

し、手ぶらでご来場いただいても鮮やかな星空撮影を体験いただける「Google Pixel」プランをご用意しています。

「Google Pixel」の天体写真機能で、長野県阿智村の日本一の星空や、株式会社ネイキッド（NAKED, INC.）による

プロジェクションマッピングを撮影して色鮮やかな撮影体験をお楽しみいただけます。 

 

＜イベント概要＞ 

●イベント名：「天空の楽園 NIGHT TOUR  presented by Google Pixel | SoftBank」 

●場所：富士見台高原ロープウェイ ヘブンスそのはら（住所：長野県下伊那郡阿智村智里 3731-4） 

●開催日時：2022 年 12 月 24 日（土）～2023 年 3 月 26 日（日） 

※除外期間:2023 年 1 月 10 日（火）～1 月 20 日（金） 

●開催時間：19:00～20:30（18:00～19:30 上りゴンドラ運行、常時下りゴンドラ運行） 

●対象者：天空の楽園 NIGHT TOUR 参加者 

※各日 100 台先着順となります。（無料） 

※天空の楽園公式 WEB サイトからの事前予約も可能です。 

※当日会場でのお申込みも可能です。 

●「天空の楽園 NIGHT TOUR」体験料：大人（高校生以上） 2,000 円から 小人（小・中学生）1,000 円から 

●主催：スタービレッジ阿智誘客促進協議会 

●「天空の楽園 NIGHT TOUR」のウェブサイト（https://sva.jp/event/googlepixeltour/） 

●協賛：ソフトバンク株式会社、グーグル 合同会社 

●企画・演出・制作：株式会社ネイキッド 

●運営：ジェイ・マウンテンズ・セントラル株式会社 

●お問い合わせ：富士見台高原ロープウェイ ヘブンスそのはら TEL：0265-44-2311 

 

 

＜1日 100組先着！ 「Google Pixel」プラン チケットについて＞ 

価格は通常チケットと同額。通常チケットに加え、星空が綺麗に撮影できるスマートフォン「Google Pixel」・防寒

着・三脚のセットを無料レンタルできる特別パッケージプランです。 

●「Google Pixel」プラン 予約 URL: https://stg.e-tix.jp/night_tour/221210/ 

 

 

■「Google Pixel 星空コレクション presented by SoftBankフォトコンテスト」について 
日本全国の「Google Pixel」ユーザーを対象に「星空」を題材にしたフォトコンテストを実施します。「Google 

Pixel」で撮影した星空写真を、「#星コレ」「#Pixel で撮影」「#星空」のハッシュタグをつけ Instagram に投稿い

ただき、入賞された方に豪華賞品をプレゼントします。なお、星空を撮影することが難しい地域にお住いの方々にも

参加いただけるよう、「#星空」以外の投稿写真のサブテーマを設け、12 月と 1 月は「#イルミネーション」、2 月は

「#夜景」、3 月は「#月」を「#星空」のハッシュタグの代わりに付け投稿することで、フォトコンテストに参加すること

が可能です。 

 

＜キャンペーン概要＞ 

●キャンペーン名称：Google Pixel 星空コレクション presented by SoftBank フォトコンテスト 

●キャンペーン期間：2022 年 12 月 24 日（土）～2023 年 3 月 31 日（金） 

●応募方法：期間中、Instagram にてハッシュタグ「#星コレ」「#Pixelで撮影」「#星空」を付けて星空写真を投稿 

●賞品内容： 

【メインテーマ】 

最優秀賞：アンカー・ジャパン「Nebula Nova」(Android TV 9.0 搭載シーリングプロジェクター)×1 名 

優秀賞：Google Pixel Watch（Bluetooth/Wi-fi オプション）×2 名 

入賞：Google Pixel Buds A-series×3 名 

 

【2022 年 12 月／2023 年 1 月のサブテーマ】 

最優秀賞（1 名）：MOGU(R) たまごソファ グリーン 

入賞（3 名）：Google Nest Audio 

 

 

https://sva.jp/event/googlepixeltour/
https://stg.e-tix.jp/night_tour/221210/


 

●「Google Pixel 星空コレクション presented by SoftBank フォトコンテスト」の詳細 

（https://www.softbank.jp/mobile/campaigns/list/google-pixel-

7/?adid=camp_221213_fbad_m_r_o_o_1_005） 

※このキャンペーンは、「Google Pixel」で撮影した画像を対象にしています。入選者には「Google Pixel」で撮影していただいたことへの証明を別

途お願いしています。 

※Instagram のアカウントを非公開にされている場合、本コンテストの対象外となりますのでご注意ください。 
 

 

＜ハッシュタグについて＞ 

メインテーマ「#星空」の写真投稿と各月のサブテーマ（最優秀賞：1 名  入賞：3 名）は、2022 年 12 月と 2023

年 1 月は「#イルミネーション」、2 月は「#夜景」、3 月は「#月」の写真投稿は、どちらにも参加可能です。投稿回数

には限りはありません。 

●メインテーマ（投稿期間：2022 年 12 月 24 日（土）～2023 年 3 月 31 日（金）） 

「Google Pixel」で撮影した星空写真を「#星コレ」「#Pixel で撮影」「#星空」のハッシュタグをつけて投稿 

 

●2022 年 12 月／2023 年 1 月のサブテーマ（投稿期間：2022 年 12 月 24 日（土）～2023 年 1 月 31 日

（火）） 

「Google Pixel」で撮影したイルミネーション写真を「#星コレ」「#Pixel で撮影」「#イルミネーション」のハッシュ

タグをつけて投稿 

 

●2 月サブテーマ（投稿期間：2023 年 2 月 1 日（水）～28 日（火）） 

「Google Pixel」で撮影した夜景の写真を「#星コレ」「#Pixel で撮影」「#夜景」のハッシュタグをつけて投稿 

 

●3 月サブテーマ（投稿期間：2023 年 3 月 1 日（水）～31 日（金）） 

「Google Pixel」で撮影した綺麗な月の写真を「#星コレ」「#Pixel で撮影」「#月」のハッシュタグをつけて投稿 

 

 

＜プレゼント賞品＞ 

●メインテーマ（投稿期間：2022 年 12 月 24 日（土）～2023 年 3 月 31 日（金）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●2022 年 12 月／2023 年 1 月のサブテーマ 

（投稿期間：2022 年 12 月 24 日（土）～2023 年 1 月 31 日（火）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最優秀賞（1 名） 

アンカー・ジャパン 

「Nebula Nova」 

(Android TV 9.0 搭載シー

リングプロジェクター) 

優秀賞（2 名） 

Google Pixel Watch 

（Bluetooth/Wi-fi オプション） 

入賞（3 名） 

Google Pixel Buds  

A-series 

最優秀賞（1 名） 

MOGU(R)  

たまごソファ グリーン 

入賞（3 名） 

Google Nest Audio 

https://www.softbank.jp/mobile/campaigns/list/google-pixel-7/?adid=camp_221213_fbad_m_r_o_o_1_005
https://www.softbank.jp/mobile/campaigns/list/google-pixel-7/?adid=camp_221213_fbad_m_r_o_o_1_005


 

 

※2 月以降のサブテーマ景品は未定となります。詳細はキャンペーン特設ページをご確認ください。 

https://www.softbank.jp/mobile/campaigns/list/google-pixel-

7/?adid=camp_221213_fbad_m_r_o_o_1_005 

 

■株式会社ネイキッド（NAKED, INC.）が手掛けるプロジェクションマッピングについて 
「天空の楽園 NIGHT TOUR  presented by Google Pixel | SoftBank」では、人気クリエイティブカンパニ

ー株式会社ネイキッド（NAKED, INC.）によるプロジェクションマッピングを、2 年ぶりに実施します。今回は

「Happy Stars」をテーマとし、無数の星々が輝く星空の下に広がる雪原に、映像を通して宇宙の惑星や星々がポッ

プに舞い踊り、色鮮やかなライティングと共に街中では決して見ることができない光景を演出します。お貸しする

「Google Pixel」の夜景モードなら、暗い場所でもフラッシュなしで美しく、色鮮やかな写真撮影が可能で、プロジェ

クションマッピングの撮影も存分にお楽しみいただくことができます。 

 

 

〈プロジェクションマッピングのイメージ〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜株式会社ネイキッド（NAKED, INC.）について＞ 

 

 
1997 年に村松亮太郎が設立したクリエイティブカンパニー。“Core Creative, Total Creation, and 

Borderless Creativity”を理念に、ジャンルを問わず活動。近年では、世界各地をつなぐネットワーク型のアート

プロジェクト「DANDELION PROJECT」や AR／VR 商品の開発など、リアルとバーチャルをクロスオーバーした

さまざまな体験を創出。アート、エンターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、スポーツなど、LIFE

（生活）のあらゆる SCENE（シーン）において新たな体験や価値を生み出している。2022 年より、京都のメタバー

スを手がけ、バーチャル×リアルで京都の文化発信とアート体験を届けるプロジェクト『NAKED GARDEN ONE 

KYOTO』をスタート。代表作は、東京駅プロジェクションマッピング「TOKYO HIKARI VISION」、世界遺産・二条

城や、東京、香港などでも開催された花の体感型アート展「NAKED FLOWERS」、AI（人工知能）が生み出す音楽体

験「HUMANOID DJ」、食×アートの体験型レストラン「TREE by NAKED yoyogi park」、感染症予防対策アー

ト「NAKED つくばい®︎」、「NAKED ディスタンス提灯®︎」など。 

 

●NAKED, INC. ：https://naked.co.jp 

●Official Instagram ： https://www.instagram.com/naked_inc/ 

●Official Facebook： https://www.facebook.com/NAKEDINC.official 

●Official Twitter ： https://twitter.com/naked_staff 

●Official YouTube ：https://www.youtube.com/c/NAKEDINC 

 

 

 

 

https://www.softbank.jp/mobile/campaigns/list/google-pixel-7/?adid=camp_221213_fbad_m_r_o_o_1_005
https://www.softbank.jp/mobile/campaigns/list/google-pixel-7/?adid=camp_221213_fbad_m_r_o_o_1_005


 

■阿智村について 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈スタービレッジ阿智誘客促進協議会について〉 

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（平成 18 年）に認定された阿智村

の星空。この「日本一の星空」を地域活性、観光活性に活かし、誘客促進することを目的に 2012 年に設立。2012

年 8 月 1 日より「天空の楽園 日本一の星空ナイトツアー」を開催。2014 年 10 月 18 日より「雲海＆星空 天空の楽

園 雲海 Harbor」を開催。2022 年 3 月末迄でイベント累計 90 万人以上が来場。 

 

 

2015 年～2019 年 「ジャパン・ツーリズム・アワード」国内・訪日領域地

域マネジメント部門賞 5 年連続受賞 

2015 年 「信州ブランドアワード」長野県知事賞受賞 

2017 年 「ふるさとイベント大賞」優秀賞受賞 

2017 年 天空の楽園 日本一の星空ナイトツアーが「2017 年度グッドデ

ザイン賞」受賞 

2017 年 「第 29 回星空の街・あおぞらの街」環境大臣賞受賞 

2020 年 「日本サービス大賞」地方創生大臣賞受賞 

 

●スタービレッジ阿智誘客促進協議会 WEB サイト 

 http://info.sva.jp/ 

 

 

＜「Google Pixel」について＞ 
ソフトバンク株式会社が販売する、この秋に登場したばかりの「Google Pixel 7」の製品情報はこちら

（https://www.softbank.jp/mobile/products/google-pixel/google-pixel-7/）を、プレミアムモデル

の「Google Pixel 7 Pro」の製品情報はこちら 

（https://www.softbank.jp/mobile/products/google-pixel/google-pixel-7-pro/）をご覧くださ

い。 

▼素材ダウンロード▼ 

パスワード【sb2022】 

リリース内画像素材:https://bit.ly/3hwHS2I 
 

Google、Pixel、Pixel Buds、Google Pixel Watch、Android TV、Google Nest Hub は、Google LLC 

の商標です。     

 

 《本件に関する問い合わせ先》 
「天空の楽園 NIGHT TOUR  presented by Google Pixel | SoftBank」 PR 事務局（マテリアル内） 担当：森田／山口 

ＴＥＬ：03-5459-5490／ＦＡＸ：03-5459-5491 E-MAIL：bp2-1g@materialpr.jp 

森田：070-2189-1387 山口：080-6611-1716 

http://info.sva.jp/
https://www.softbank.jp/mobile/products/google-pixel/google-pixel-7/
https://www.softbank.jp/mobile/products/google-pixel/google-pixel-7-pro/
https://bit.ly/3hwHS2I

