
光る星座盤

SKY 作り方説明書

本物の星空との出会いをあなたへ

部品一覧 

工作で必要なもの

※部品が不足していた場合は、製造元までご連絡ください。

※以下のものは、キットに含まれていませんので、ご準備ください。

①セロテープ　②はさみ　③スティックのり　④９V電池（同時購入しなかった場合）

①本体
②LEDユニット

③反射紙
④拡散紙

⑤電池（※）
⑥磁石

⑦つまみ

②
③

①

④⑤

⑥
⑦

②

③
①

④ ⑤
⑥
⑦

⑧

①星座円盤
②色フィルター
③穴あけガイド
④減光ラベル（２枚）

⑤台紙
⑥窓枠
⑦穴あけペン

⑧専用ピン
⑨ ライトペン（※）
⑩段ボール箱 （※）

⑨ ⑩

説明書の注意説明について

※電池、ライトペンはオプションで別売りです。
※段ボール箱は 、組立て時の作業台や、穴開け時の下敷きに使います。

このマークは、作るときに注意が
必要な説明であることを示します。

この説明は、状況に応じて注
意が必要になる項目やアドバ
イスの説明です。

このマークは、説明を守らないと人の死
亡や大きな怪我を受ける危険性がある
ことを示します。必ず守ってください。警告

警告

窒息の恐れがあるので、部品の
入っていたビニール袋は幼児の
手の届かないところに置くか、穴
をあけて処分してください。

愛知県知多郡武豊町字西門29-1
特定非営利活動法人ギガスター
FAX ： 0569-73-8268
e-mail : info@gigastar.jp

GIGASTARは日本における登録商標（第5806965号）です。光る星座盤のデザインは日本における登録意匠（第1546097号）です。光る星座盤は特許出願中（PCT/JP2016/54204、特開2016-212353号）です。
出展 ： あさだ工房　銀河像 ： ESO/ S.Brunier　illustration ： 由女

製造元作り方動画マニュアルについて

・ 電池のふたを開いて、ビニタイを外します。
・ 電池を交換して、ビニタイで固定します。
・ 電池のふたを閉じます。

電池の交換方法

対象年齢　　 ： 10歳以上
製作時間　　 ： ２時間～４時間
星の数　　　 ： ６等星まで、約4,500個
星の色の再現 ： ４等星まで再現
天の川の再現 ： 透過式で再現
緯度・経度　   ： 北緯35° 東経135°
電源　　　    ： ９Vアルカリ電池１個
点灯時間　    ： 新品の電池で約５時間
防水性　　    ： 無し
生産地　　    ： 日本

製品仕様

ギガスターのWEBサイトでは、光る星座盤の
作り方を動画で紹介しています。
以下のQRコードやURLからアクセスしてください。
http://gigastar.jp/SKY/dogamanual.html

SKY
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本体バックライトを作ります
1. 本体に、LEDユニットと反射紙を取り付けます

本体の折り目をすべて図のように谷折りします。
平らな段ボールから折る場合は、図を参考にして、
裏表を注意してください。

LEDユニットの銀色のひもを外して細長い部分を拡げ、
図のように四角の枠に折り曲げます。台紙の裏表や
折り曲げる方向を間違えないようにしてください。

テープLEDのうら紙をはがして、
窓の側面に貼り付けます。

最後に、指でしっかりと
貼り合せます。

LEDユニットの台紙を、
両面テープで本体に貼り付けます。

電池をソケットに取り付けて、
図の向きで、ビニタイで固定します。
ねじりすぎると切れるので注意！

反射紙を、窓枠の縁の上に両面テー
プで貼り付けます。貼り付ける位置
は、大体中央になるようにします。

つまみを、４mmほど軸に差し込み
ます。ボリュームとつまみを指で挟
んで差し込みます。

本体を段ボール箱の上に置きます。ボリュームの軸が段
ボール箱の手前になるように置きます。その後、四角の枠
にしたLEDユニットを四角い窓の内側に収めます。

LEDユニットの折り曲げ位置を、窓のかどに合わせ、
窓の側面に両面テープで貼り付けます。

警告

矢印の部分の折る向きが
違うと、うまく収まりません。
図の向きに折ってください。

LEDユニットの段ボールと、窓の側面の段ボールの
上端が同じ高さになるように手で押さえて固定します。

かどの部分は、図のように、LEDとLEDの間の部分で折り曲げて貼り付けます。

つまみを取り付けるために、ボ
リュームとつまみを指で挟ん
で差し込む時、ボリュームの
端子や部品で、指を怪我しな
いように注意してください。

つまみを取り付けた時、本体とつまみの
間は、６mmくらい隙間が空きます。

OFFの位置
※つまみを左に回して
　カチッと鳴った位置

1 2

5 6

7

8 9 10

11

3 4

ボリューム

上に折る

四角い窓の内側

折り曲げ位置は、角の部分に合わせます

両面テープで貼り付け

１回ねじる

電線の向きはこちら電線の向きはこちら

大体まんなかに

折る向きは、あらかじめ折ってある向きと同じ折る向きは、あらかじめ折ってある向きと同じ

テープLEDの端が余った場合、
図のようにLEDの部分を折り
曲げて、テープの端が接触しな
いようにしてください。

テープLEDが、段ボールの上の
縁から出ないようにしてください。

かどの部分を、爪先で強く押しこんで曲げると、断線します。
指先で押さえる程度にしてください。



1 2

本体バックライトを作ります
1. 本体に、LEDユニットと反射紙を取り付けます

本体の折り目をすべて図のように谷折りします。
平らな段ボールから折る場合は、図を参考にして、
裏表を注意してください。

LEDユニットの銀色のひもを外して細長い部分を拡げ、
図のように四角の枠に折り曲げます。台紙の裏表や
折り曲げる方向を間違えないようにしてください。

テープLEDのうら紙をはがして、
窓の側面に貼り付けます。

最後に、指でしっかりと
貼り合せます。

LEDユニットの台紙を、
両面テープで本体に貼り付けます。

電池をソケットに取り付けて、
図の向きで、ビニタイで固定します。
ねじりすぎると切れるので注意！

反射紙を、窓枠の縁の上に両面テー
プで貼り付けます。貼り付ける位置
は、大体中央になるようにします。

つまみを、４mmほど軸に差し込み
ます。ボリュームとつまみを指で挟
んで差し込みます。

本体を段ボール箱の上に置きます。ボリュームの軸が段
ボール箱の手前になるように置きます。その後、四角の枠
にしたLEDユニットを四角い窓の内側に収めます。

LEDユニットの折り曲げ位置を、窓のかどに合わせ、
窓の側面に両面テープで貼り付けます。

警告

矢印の部分の折る向きが
違うと、うまく収まりません。
図の向きに折ってください。

LEDユニットの段ボールと、窓の側面の段ボールの
上端が同じ高さになるように手で押さえて固定します。

かどの部分は、図のように、LEDとLEDの間の部分で折り曲げて貼り付けます。

つまみを取り付けるために、ボ
リュームとつまみを指で挟ん
で差し込む時、ボリュームの
端子や部品で、指を怪我しな
いように注意してください。

つまみを取り付けた時、本体とつまみの
間は、６mmくらい隙間が空きます。

OFFの位置
※つまみを左に回して
　カチッと鳴った位置

1 2

5 6

7

8 9 10

11

3 4

ボリューム

上に折る

四角い窓の内側

折り曲げ位置は、角の部分に合わせます

両面テープで貼り付け

１回ねじる

電線の向きはこちら電線の向きはこちら

大体まんなかに

折る向きは、あらかじめ折ってある向きと同じ折る向きは、あらかじめ折ってある向きと同じ

テープLEDの端が余った場合、
図のようにLEDの部分を折り
曲げて、テープの端が接触しな
いようにしてください。

テープLEDが、段ボールの上の
縁から出ないようにしてください。

かどの部分を、爪先で強く押しこんで曲げると、断線します。
指先で押さえる程度にしてください。



3 4

２． 本体を、箱の形に組み立てます

左右のたて壁を組立て、差し込
み部が外れないようにセロテー
プで本体に固定します。 バックライトを一番明るく点灯します。

拡散紙の白い部分の全体が光る位置に、両面テープで
貼り付けます。 貼り付け終わったら、消灯します。

本体の下側の板をおもて側にまげて、左右の差し込み部
を本体側面の切れ込みに差し込みます。

磁石の裏面の両面テープの
うら紙を剥がして、磁石を電池に
くっつけます。

電池ふたを閉め、上から指で押さ
えて両面テープを貼 り付けます。

ふたをあけて、磁石がふたに貼りつい
ていることを確認します。貼り付いてい
なかったら、もう一度ふたを閉めて押
さえ付けてください。

図のように各部を組立て、いったん本体（裏板）をまっすぐ立てます。

そのまま、本体の裏板を、手前に
かぶせて、重ねあわせます。

電池ふた（A）を、四角い窓に差し込みます。
電池ふたの両側の板（B）は、本体の内側に折り込みます。

図の４ヶ所のたて壁を
すこし外側に拡げて、差
し込み部をたて壁の切
れ込みに差し込みます。

ここでうまく重ならない場合は　の作業
に戻ってください。無理に進むと本体が壊
れて、 組み立てられなくなります。

左右のでっぱり（C）は、内側に折り
込まないでください。

警告

電池ふた（A）、裏から引っ張り出すと、
重ねあわせがうまくできます。

差し込み部分を外す時は、差し込み部だけを引っ張って
ください。他の部分を引っ張ると、破れます。

以下の時はスイッチを切って使用を中止して
ください。火災になる恐れがあります。 
 ・ 新しい電池でも点灯しない時 
 ・ 煙が出たり、変なにおいがする時
 ・ 本体の一部が、熱を発している時

1

2

2

5

6 7

8 9 10

3

4

たて壁

まっすぐに立てる

このでっぱりを内側に折り込む

窓に通す

折り込む

折り込む

C

C

A

B

B

本体（裏板）

セロテープで固定

４ヶ所の差し込み部が
長穴にさしこまれていること

磁石でつける

指先で押さえる

ふたに
くっつく

さしこむ
さしこむ

本体が完成！



3 4

２． 本体を、箱の形に組み立てます

左右のたて壁を組立て、差し込
み部が外れないようにセロテー
プで本体に固定します。 バックライトを一番明るく点灯します。

拡散紙の白い部分の全体が光る位置に、両面テープで
貼り付けます。 貼り付け終わったら、消灯します。

本体の下側の板をおもて側にまげて、左右の差し込み部
を本体側面の切れ込みに差し込みます。

磁石の裏面の両面テープの
うら紙を剥がして、磁石を電池に
くっつけます。

電池ふたを閉め、上から指で押さ
えて両面テープを貼 り付けます。

ふたをあけて、磁石がふたに貼りつい
ていることを確認します。貼り付いてい
なかったら、もう一度ふたを閉めて押
さえ付けてください。

図のように各部を組立て、いったん本体（裏板）をまっすぐ立てます。

そのまま、本体の裏板を、手前に
かぶせて、重ねあわせます。

電池ふた（A）を、四角い窓に差し込みます。
電池ふたの両側の板（B）は、本体の内側に折り込みます。

図の４ヶ所のたて壁を
すこし外側に拡げて、差
し込み部をたて壁の切
れ込みに差し込みます。

ここでうまく重ならない場合は　の作業
に戻ってください。無理に進むと本体が壊
れて、 組み立てられなくなります。

左右のでっぱり（C）は、内側に折り
込まないでください。

警告

電池ふた（A）、裏から引っ張り出すと、
重ねあわせがうまくできます。

差し込み部分を外す時は、差し込み部だけを引っ張って
ください。他の部分を引っ張ると、破れます。

以下の時はスイッチを切って使用を中止して
ください。火災になる恐れがあります。 
 ・ 新しい電池でも点灯しない時 
 ・ 煙が出たり、変なにおいがする時
 ・ 本体の一部が、熱を発している時

1

2

2

5

6 7

8 9 10

3

4

たて壁

まっすぐに立てる

このでっぱりを内側に折り込む

窓に通す

折り込む

折り込む

C

C

A

B

B

本体（裏板）

セロテープで固定

４ヶ所の差し込み部が
長穴にさしこまれていること

磁石でつける

指先で押さえる

ふたに
くっつく

さしこむ
さしこむ

本体が完成！



5 6

星座円盤を作ります
１． 星座円盤の表面に、穴あけガイドを固定します

３． 減光ラベルを貼ります ※この作業と同じ作業は、３等星でも行います。

２． 4等星の穴を、穴あけペンであけます

図の４か所にある線の位置を合わせたあと、「セロテープ」と書かれた位置で
セロテープで固定します。

減光ラベルを使います。 裏面の２本の切れ目のところを指先で
ずらすと簡単にはがれます。

A部は一部、中央のB部は２cmほど
全体にはがしま す。

星座円盤の裏面の四角枠に合わせて
置き、減光ラベルのB部を貼ります。

減光ラベルを平らなままにして、B部
のうら紙を引っ張ってはがします。

手のひらで全体を押さえます。

上側の減光ラベルを手前に裏返し、
矢印の方向に引張り、A部をはがし
ます。

はがしたA部をつまんで、うら紙を
はがします。その時、ラベルが星座
円盤に貼りつかないように、指先で
押さえます。

押さえていた部分を、矢印方向に
引っ張りながら、星座円盤の上の
部分に貼り付けま す。

手のひらで中央から左右に押さえて
貼り付けます。

穴あけペンのフックの丸みのある
背中で、ラベルの上から押さえて
星のでこぼこを、密着させます。

段ボール箱を下敷きにして、穴あけします。
穴あけはグリッドごとに行うと、どこまで行ったかがわかりやすいです。　

警告

穴あけペンの先端には針が組み込まれています。
絶対に先端を指で押し込んだりしないでください。
針が指に刺さり大変危険です。
針が目に刺さると失明の危険があります。
取り扱いに注意してください。
穴あけペンはこの用途以外に使用しないでください。

穴あけ作業は、必ず段ボールの下敷きの上で行ってください。
下敷きを使わないと、穴あけペンがこわれます。

穴あけペンは、紙に対してなるべく垂直に
立てると星がきれいに再現されます。

上下をひっくり返し下側も
同様に貼り付けます。

1 2

5

6 7 8

9 10

3 4

線を合わせる
セロテープ

セロテープ

減光ラベル

B部を貼り合わせる

A部をしっかりはがす

ここを押さえる

平らなまま！
持ち上げない！

星座円盤
（裏面）

セロテープ

セロテープ

線を合わせる

A

A

B

４等星は、  ・ のマークです。1

2
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４． 3等星の穴を、穴あけペンであけて、減光ラベルを貼ります 7. 色フィルターを貼り付けて、星座円盤を丸く切り出します

8. 窓枠を組み立てて、完成です

５． 2等星の穴を、穴あけペンであけて、穴あけガイドを外します

６． 1等星以上の明るい星の穴を、専用ピンであけます

1等星用

０等星用 シリウス用

３等星は、+ のマークです。

２等星は、〇 のマークです。

以下の表を参考に、３種類のピンを使って１等星以上の星の穴をあけます。 
ピンの形状は、図と異なる場合があります。頭が小さいピンは、差し込む時に指先を傷めないように注意してください。

「星座円盤」という文字のある側の
白い余白をまっすぐ切 り取ります。

切り取った側を下にして裏返し、
その上に色フィルターを重ね ます。

色フィルターを貼り付けます。
中央から外側にシワを伸ばします。

月日の目盛りの外周をはさみで
丸く切ります。

台紙のつめを３か所、
上に90度折り曲げます。

窓枠の長穴につめを入れて、
両面テープで貼り付けます。

台紙の上部の取り付け部を、
90度向こう側に曲げます。

窓枠と台紙のすきまに、
星座円盤を差し込みます。 完成！

下敷きを敷いて、２等星の穴を
穴あけペンであけます。

穴あけガイドを、取り外します。 

下敷きを敷いて、３等星の穴を
穴あけペンであけます。

４等星の時と同じように、
裏面に減光ラベルを貼ります。

色フィルターを裏がえし、スティック
のりを全面に塗ります。円盤の外周
にあたる位置はしっかりと塗ります。

本体の上から差し込んで、上部の差し込
み部を本体の切欠きに差し込みます。

左辺と下辺を合わせた位置で、
色フィルターの上をセロテープで
固定します。

※カノープスは、－0.7等星とシリウス（－1.5等星）に次いで明るい恒星ですが、
　日本では見える高さが低いため、１等星と同じ明るさで再現します。
　同様の理由から、南十字座α、βは2等星の明るさで再現します｡

カペラ、アルデバラン、ベテルギウス、リゲル、カノープス（※）、
ポルックス、プロキオン、レグルス、スピカ、アンタレス、デネブ、
アルタイル、フォマルハウト､アケルナル、
ケンタウルス座α、ケンタウルス座β（星名の表示なし）

警告

ピンの先端で怪我をしないように注意
してください。ピンを使用した後は、放置
せず、安全な場所に保管してください。

１等星用ピンは、まち針
０等星用ピンは、通常のピン
シリウス用ピンは、星座盤を壁に掛けるための
ピンとして使えます。
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段ボールの
下敷きを忘れずに！

段ボールの
下敷きを忘れずに！

１等星用
０等星用

文字が左下

セロテープで固定

左辺と下辺を合わせる

外へ外へ

シリウス用

ベガ、アークツルス シリウス
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星座盤の使い方 こんな使い方も!
その1 ～壁にかけて、星空を身近に!～

その2 ～マジックライトペンで、光る星座線を描きましょう!～

ライトでペン先を光らせると、描きやすく なります。

観察する星空の日時の合わせ方

屋外での使い方 天の川を背景にきらきら輝く星々に出会いに、
星の綺麗な山間地域に出かけましょう!

・街灯の無い南が開けた場所で、南に向かって立ち、星座盤
　を頭の上に掲げて観察します。
・北の空を観察する時は、星座盤を上下逆さまにして使いま
　す。その時、星座円盤が落ちないように指で支えてください。
・星座盤のしくみ上、南の星座は左右に伸びて表示されます
　ので、星座を探すときは注意してください。

星座円盤を回して、観察したい日時に合わせます。
星座円盤の目盛で「月・日」を指定し、枠の目盛で 「時刻」を指定します。

スイッチをONして、明るさを調整します。

紫外線で光るインクと紫外線ライトを使って、星座線を描いて、
オリジナルの星座盤が作れます!

警告

ライトが明るすぎる場合は、
紫外線で光らないテープを
先端に貼って減光してください。

ライトペンは、
オプション別売りです。
100円ショップのDAISOでも
購入できます。

夜、家の外で星空観察する時は、自動車などに
注意して、安全な場所で使用してください。
子どもは保護者と一緒に観察してください。

警告この星座盤では、天の川や６等星の星など、
合計４５００個以上の星が再現されています。
街灯りが多い都会では、全ての星を観察することは
できない場合があります。
ぜひ、街灯りが無い、星の綺麗な山間地域に出向いて、
満点の星空に出会いに行ってください ！

電源の切り忘れに、ご注意ください !

壁に取り付ける時は、壁に刺したピンに、
本体裏の穴を掛けて取り付けください。
シリウス用のピンがご利用できます。

ライトペンの光を直接見ないでください。
インクが手に付いたら、水で洗い流してください。
ボタン電池はペン本体から外さないでください。
ボタン電池や本体は、乳幼児の手に届かない場所に
保管してください。
その他、ライトペンの説明書に記載の注意事項を
お守りください。

1 2

９月10日23時（夜11時）の場合
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光る星座盤

SKY 作り方説明書

本物の星空との出会いをあなたへ

部品一覧 

工作で必要なもの

※部品が不足していた場合は、製造元までご連絡ください。

※以下のものは、キットに含まれていませんので、ご準備ください。

①セロテープ　②はさみ　③スティックのり　④９V電池（同時購入しなかった場合）

①本体
②LEDユニット

③反射紙
④拡散紙

⑤電池（※）
⑥磁石

⑦つまみ

②
③

①

④⑤

⑥
⑦

②

③
①

④ ⑤
⑥
⑦

⑧

①星座円盤
②色フィルター
③穴あけガイド
④減光ラベル（２枚）

⑤台紙
⑥窓枠
⑦穴あけペン

⑧専用ピン
⑨ ライトペン（※）
⑩段ボール箱 （※）

⑨ ⑩

説明書の注意説明について

※電池、ライトペンはオプションで別売りです。
※段ボール箱は 、組立て時の作業台や、穴開け時の下敷きに使います。

このマークは、作るときに注意が
必要な説明であることを示します。

この説明は、状況に応じて注
意が必要になる項目やアドバ
イスの説明です。

このマークは、説明を守らないと人の死
亡や大きな怪我を受ける危険性がある
ことを示します。必ず守ってください。警告

警告

窒息の恐れがあるので、部品の
入っていたビニール袋は幼児の
手の届かないところに置くか、穴
をあけて処分してください。

愛知県知多郡武豊町字西門29-1
特定非営利活動法人ギガスター
FAX ： 0569-73-8268
e-mail : info@gigastar.jp

GIGASTARは日本における登録商標（第5806965号）です。光る星座盤のデザインは日本における登録意匠（第1546097号）です。光る星座盤は特許出願中（PCT/JP2016/54204、特開2016-212353号）です。
出展 ： あさだ工房　銀河像 ： ESO/ S.Brunier　illustration ： 由女

製造元作り方動画マニュアルについて

・ 電池のふたを開いて、ビニタイを外します。
・ 電池を交換して、ビニタイで固定します。
・ 電池のふたを閉じます。

電池の交換方法

対象年齢　　 ： 10歳以上
製作時間　　 ： ２時間～４時間
星の数　　　 ： ６等星まで、約4,500個
星の色の再現 ： ４等星まで再現
天の川の再現 ： 透過式で再現
緯度・経度　   ： 北緯35° 東経135°
電源　　　    ： ９Vアルカリ電池１個
点灯時間　    ： 新品の電池で約５時間
防水性　　    ： 無し
生産地　　    ： 日本

製品仕様

ギガスターのWEBサイトでは、光る星座盤の
作り方を動画で紹介しています。
以下のQRコードやURLからアクセスしてください。
http://gigastar.jp/SKY/dogamanual.html

SKY


