
(一社）宙ツーリズム推進協議会
ご提供事業のご案内



目的

協議会のネットワークを駆使し、課題解決のためのプログラ
ム・人材紹介や情報提供、ノウハウの伝授などをご紹介いた
します。また、「宙」を観光資源として活かした新しい仕組
みづくりを検討されてる団体に対しては、問題解決に向けた
コンサルティング（以下、コンサル）を実施します。

本事業を通して「地域×宙」による“地域ブランド”の構築を
サポートし、短期的には「宙」を観光資源とした地域活性イ
ベントやツアーの開催、中・長期的に「宙」を活用し、自立
した事業展開の実現を目指します。またその結果として、宙
ツーリズム業界全体の活性化を図ります。
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０．コンテンツページの見方

コンテンツ
イメージ

コンテンツ名

コンテンツ概要

コンテンツの
ポイントや
メリット等

コンテンツに
かかる目安料金

コンテンツ
担当者名
問合せ先

協議会からご紹介可能なコンテンツをまとめています。気
になるコンテンツがあればページ右下の担当者へ直接お問
い合わせください。



１．宙旅ナビゲーターの紹介

目安料金
1万5千円～/1回

（旅費は別途請求）

概要

宙ツーリズム公認の案内人「宙旅ナビゲーター」は宙の知
識技能とツアーナビゲーターとしてのおもてなしを兼ね揃
えた人材です。クライアント様の企画するツアーやイベン
ト内容や細かいご要望内容などを検討しながら、最適の人
材を紹介いたします。

コンテンツのポイント

• 専門スタッフによるコンテンツの充実
「天体写真撮影の指導をしてほしい」「宇宙開発につい
て詳しい人が良い」など宙（SKY、SPACE、UNIVERSE）分
野のそれぞれに特化した宙旅ナビゲーターを活用するこ
とで、近年人気が高まっている宇宙分野関連のコンテン
ツ充実が期待されます。
• ツアー関連業務の知識
宙旅ナビゲーターは専門知識だけでなくツアー運営に必
要な「おもてなし」「添乗の心構え」なども習得してい
ます。
• 準備段階からやりとりできる安心感
紹介後は宙旅ナビゲーターと直接やりとりすることがで
きます。直接の意思疎通をすることで認識のズレなどを
防ぎ安心して当日を迎えることができます。

コンテンツ担当
木原

michiko_kihara@nta.co.jp



２．講師紹介

目安料金 5万円～
（旅費等の実費は別途請求）

概要

講座やトークショーに登壇する、宇宙や天文に関わる方
（研究者、大学講師、宇宙飛行士、天体写真家など）を紹
介します。

コンテンツのポイント

• 多彩な人材をご紹介
宇宙、天文業界に広く人脈を持つ当会メンバーが、ご要
望に沿った人物をご紹介します。

• 当会のメンバーもOK
会長である縣秀彦はじめ、当会メンバーもさまざまな場
所で講演やセミナー等を行ってきています。当会メン
バーが講師を承ることも可能です（スケジュール等によ
る）

コンテンツ担当
都築

tsuzuki@vixen.co.jp



３．宙旅ナビゲーター（仮称）育成プログラム

目安料金
3万～5万円/受講料

（旅費等の実費は別途請求）

概要

宙に関する知識技能だけでなくツアーナビゲーターとして
必要な心構えも習得した宙ツーリズム公認ガイド「宙旅ナ
ビゲーター」を育成するプログラムです。既に各分野で活
動されている人だけでなく、これから宙ツーリズム分野で
活躍したい人も受講することができます。

コンテンツのポイント

• 活動の幅が広がる
受講後は宙ツーリズムからの業務紹介を受けることがで
きます。これからの宙ツーリズム業界を担う、欠かせな
い人材になることが期待されます。
• 好みのコースを選択できる
専門知識の講義は選択制となり、「UNIVERSE」「SPACE」
のコースから選べます。全てを網羅するのではなく、あ
る分野に特化した宙旅ナビゲーターを目指すことも可能
です。
• 宙ツーリズムについても学べる
これから活躍していただく宙ツーリズム業界の基本知識
や観光産業としての今後の展望などについても学ぶこと
ができます。さらに、ツーリズム業界では必要な旅程管
理の知識も身に着けていただきます。

コンテンツ担当
都築・木原

michiko_kihara@nta.co.jp



４．星空案内スキルアップ講座

目安料金
50万円～

（旅費等の実費は別途請求）

概要

星空案内をするために必要な天文知識、観望イベント計画
の立て方などを学ぶ講座開設および運営をサポート。
※サポート期間は要相談

コンテンツのポイント

• 安心のサポート体制
観望会開催経験豊富なスタッフが担当。講師の手配や講
座プログラム作りなど、講座開設に必要なさまざまな」
ポイントをお教えします。
• 地域コミュニティの輪が広がる
講座受講を目指して、地元だけでなく隣接する地域から
も人材が流入し、「星」や「宙」をキーワードとした新
しいコミュニティの構築が期待されます。
• 新しい観光イベント創出
観望会開催スキルを生かすことで、多様なイベントを作
り盛り上げることが可能、地域の観光資源のひとつに結
びつけることができます。

コンテンツ担当
都築・木原

michiko_kihara@nta.co.jp



５．「Mitaka」講習会

目安料金
要相談

概要

国立天文台が開発し、皆さんが無料で楽しめる 4次元デジ
タル宇宙ビューワー「Mitaka」の操作方法の習得を目的と
した講習会の開催および運営サポート。
「Mitaka」を利用した立体シアターイベントの開催や機材
の導入も可能ですので、お気軽にご相談下さい。

コンテンツのポイント

• 雨天時、昼間のコンテンツとして利用可能
天体観望会等の雨天時の代替コンテンツや昼間に星・宇
宙を語るコンテンツとして活用いただけます。

• 宇宙旅行の体験
地球を飛び出し、太陽系、天の川銀河（銀河系）を出て、
宇宙の果てまで宇宙旅行を体験し、我々がどのような宇
宙に住んでいるのかを体感できます。

• オリジナルコンテンツへ拡張可能
地域にあった星や宇宙の話にあわせて操作可能ですので、
オリジナルシナリオや映像の作成もご相談ください。

コンテンツ担当
科学成果普及機構 永井

nagai@nao.jpn.com



６．宙ツーリズム
イベント・ツアー企画

目安料金
要相談

概要

総合旅行会社として培った旅行業・観光業のノウハウと宇
宙事業での実績を活かし、各種旅行商品の造成・販売やモ
ニターツアーの実施、着地コンテンツの開発を承ります。
地域活性化イベントや施策事業などにつきましても、宙を
テーマにご提案させて頂きますので、お気軽にご相談くだ
さい。

コンテンツのポイント

• オリジナル旅行商品の造成と販売が可能
ご希望をお伺いして旅行商品をゼロベースから造成する
ことでオリジナリティあふれる商品にします。
• 星のソムリエ®がご案内するツアーやイベントの開催
宙ツーリズム専門ブランド「sola旅クラブ」により、星の
ソムリエ®や宇宙開発や天文の専門家を活用した企画の実
施を実現します。
• ご希望の規模と内容に沿ったモニターツアーを実施
実際にその土地やコンテンツの魅力を体感してもらうモ
ニターツアーを企画実施します。インフルエンサーや各
種メディアとのタイアップなどを活用して、多角的にプ
ロモーションすることも可能です。

コンテンツ担当
(株)日本旅行 中島

osamu_nakajima@nta.co.jp



７．星空観望会

目安料金
10万円～

（旅費等の実費は別途請求）

概要

天体望遠鏡や双眼鏡を使った、星空観望イベントを実施し
ます。また、観望会実施のためのアドバイスも承ります。

コンテンツのポイント

• 優れた集客力
星空観望イベントはコンテンツとして優れた集客力を
持っています。特に、「〇〇大接近」、「〇〇座流星
群」、「七夕」、「十五夜」など、天文学的あるいは伝
統的なイベントの場合、多くの方の関心を集めることが
可能です。

• 夜間のコンテンツという魅力
星空観望は夜間でないと実施できません。そのため、商
業施設であれば滞在時間の延長、地域であれば日帰り→宿
泊への移行そどの経済効果が見込めます。

コンテンツ担当
株式会社ビクセン 都築

tsuzuki@vixen.co.jp



8．キャスティング

目安料金
要相談

概要

芸能界初となる宇宙事業開発本部を発足した芸能事務所
オスカープロモーションに所属するモデル・タレントを
ご紹介します。

コンテンツのポイント

• プロモーションをより魅力的に
イベントやモニターツアー、インタビュー、対談等の
各種プロモーションにタレントやモデルを起用するこ
とで、魅力的なコンテンツ制作に寄与します。

• 認知拡大、理解促進への期待
宇宙産業に関わる大きな課題の一つである認知拡大、
理解促進についても、タレントやモデルの活用次第で
は広く獲得することが期待されます。

• コンテンツ制作
モデル・タレントの起用と併せ、プロモーション
ムービーの制作やスチール撮影等もご相談ください。

コンテンツ担当
（株）オスカープロモーション 望月

t-mochiduki@oscarpro.co.jp



９．宇宙服貸し出し

目安料金
1万円/日～

（送料や解説員の費用は別途）

概要

国際宇宙ステーション（ISS）で使用されている船外活動
用宇宙服を着用したイメージを、気軽に撮影できる原寸大
レプリカの貸し出しなどを行っています。

コンテンツのポイント

• リアルかつ細部にこだわったレプリカ
宇宙服の表面は本物の生地を使用しており、操作レバー
など細かいパーツなどもリアルに再現しています。

• どなたでも短時間での撮影が可能
宇宙服の背面から体を入れることができるため、子ども
から大人まで、簡単かつ短時間で撮影ができます。

• 宇宙や宇宙開発に関心を抱く絶好の教材
宇宙服の機能や役割を知ることで、過酷な宇宙環境や、
人が宇宙に出るために必要な備えなどについて学べる貴
重な教材でもあります。専門解説員のアテンドがあると、
存在価値は何倍にも広がります。

コンテンツ担当
日本宇宙フォーラム 若松

wakamatsu@jsforum.or.jp



１０．天体望遠鏡・双眼鏡
貸し出し

目安料金
5万円～

（旅費等の実費は別途請求）

概要

地域で星空観望イベントをお考えの際、機材購入のご相談
から実際の販売までをバックアップいたします。

コンテンツのポイント

• 適切sな機材アドバイス
天体望遠鏡、双眼鏡など、星空観望のための機材はさま
ざまにあり、価格や性能もいろいろです。ご希望をふま
えて、機材のプロがベストな商品をアドバイスします。

・ 操作講習等の実施
「星空観望会」実施や「星のソムリエ講座」養成などの
プログラムと連携し、購入した機材の操作をしっかりと
マスターするポログラムを組むことが可能です。

・特別価格での販売
通常販売店での購入よりも安い価格での商品提供のご相
談に応じます。

コンテンツ担当
株式会社ビクセン 都築

tsuzuki@vixen.co.jp



１１．宇宙雑貨・宇宙食

目安料金
販売スタッフ宿泊・交通費

要相談

概要

宇宙関連イベントを実施の際に、来場者の方がお持ち帰り
できるイベントコンテンツの一つとして宇宙関連商品の物
販をお考え下さい。
弊社商品は、日本宇宙食から宇宙関連の食品をはじめ、日
本の宇宙開発に特化したアイテムの商品構成になっており
ます。

コンテンツのポイント

・ 豊富な商品アイテムによりイベントコンテンツと
商品構成の融合を可能にします。

６００アイテム以上の宇宙に特化した商品構成のため、
宇宙関連イベントであればイベント内容と商品をリンク
することも可能です。来場者の方にお持ち帰りできるコ
ンテンツとして貢献します。

・お客様の要望テーマで商品アイテム構成をご提案。
物販もイベントコンテンツの一つとして展開できます。

弊社担当がお客様の要望テーマに合った商品構成を提案。
宇宙食から、ロケット打ち上げ、有人活動、宇宙探査等
様々な宇宙開発テーマで物販を実現いたします。

コンテンツ担当
株式会社ビーシーシー 古屋

furuya@bccweb.co.jp



１２．移動式プラネタリウム

目安料金
10万円～

（旅費等の実費は別途請求）

概要

移動式プラネタリウムの導入相談を承ります。また、導入
前にイベントとしてプラネタリウム投影の実施も承ります。

コンテンツのポイント

・天候に左右されないコンテンツ
星空観望の場合は夜に晴れていることが必須ですが、プ
ラネタリウムコンテンツは天候に左右されないため、イ
ベント企画がしやすいです。星空観望会のバックアップ
的な位置づけとしての活用も可能です。

・専門家による星空解説
導入前に体験したいというご要望があれば、プラネタリ
ウム解説員による星空解説を実施します。教育的な内容
から、神話などエンターテインメン系まで、幅広く対応
します。

コンテンツ担当
都築

tsuzuki@nta.co.jp



１３．オンライン
プラネタリウム

目安料金
2.5万円/1日～

概要

オンラインコミュニケーションツールを活用して
お客様のお手元に「星空」を「いつでも・どこでも・だれ
にでも」お届けすることが可能です。
お客様へは、プロジェクター/PC画面/スマホなど、様々な
媒体を通してお届けすることができます。

コンテンツのポイント

・事前に体感できる「バーチャルツアー」
現地に宿泊する日の星空を事前に配信することで
星空ツアーの楽しみも増してきます
「こんなに綺麗に見られるの！」
「こんな星座が見られるの！」
「半年前とは違う星が見られるの？」

・曇った場合の「バーチャル星空ツアー」
現地で曇ってしまった時に、その日に見られる星空を
オンラインプラネタリウムでお届けいたします
また、現地スタッフにご出演頂くことで更にライブ感
がUP！付加価値ある「曇りの日の星空イベント」に！
「晴れていたら、こんな星空が見られたんだ！」
「今後は本物の星空の下で解説聞いてみたい！」

コンテンツ担当
アストロコネクト 荒井

daisaku.arai@astro-connect.com



ご相談～コンサルの流れ

•協議会コンサルチームの担当者がクライアントの課題や目標等をヒヤリング

•ご依頼主が抱える問題点を洗い出し、必要なコンテンツの提案

•提案内容を元にご依頼主にてコンテンツ契約の有無を検討

•コンテンツ担当者（社）をマッチング、クライアントへ紹介し引き継ぎ

•コンテンツ担当者は具体的な内容を確定、目標値の設定、運営計画等の作成

•運営計画に沿って、コンテンツ担当が実務を行う

•コンテンツ実施。実施後、コンテンツ担当は協議会コンサルチームへ報告。

•必要に応じて継続的なサポートを行う

１４．“宙”の活用方法でお困りの場合

「地元の星空スポットをの活かし方が分からない」「新しい
宇宙イベントをしたいけど依頼先が分からない」等の“宙”の
活用方法でお困りの場合、宙ツーリズム推進協議会のコンサ
ルチームを派遣いたします。課題や目標をヒアリングし、ご
要望に最適なコンテンツを提案いたします。
「何かしたいけど何も分からない」とお困りの場合は宙ツー
リズム推進協議会事務局へお気軽にご相談ください。

secretariat@soratourism.com



初回
コンサル料

追加
コンサル料／回

備考

会員 10万円 5万円
実費は

クライアント負担

非会員 15万年 8万
実費は

クライアント負担

※1 契約の有無に関わらずコンサル料は発生します
※2 コンテンツや契約内容によってサポート期間は異なります

コンサル
コンテンツ

契約 準備
実
施

評価
計画の見
直し

継続してサポート（※2）

コンサル料発生(※1) コンテンツ料発生

コンサル費用

体制

協議会
コンサルチーム

依頼主

コンテンツ
担当

コンサル

コンテンツ
提供

コンテンツ費

担当を引き継ぎ

コンサル費


