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青春がよみがえる！『アストロシティミニ』

12 月 17 日（木）発売決定！
収録タイトル第 2 弾 13 作品を発表！
——ベースと椅子で、ゲームセンターでの出で立ちがそのまま再現できる
『アストロシティミニ ゲームセンタースタイルキット』
数量限定で本体と同時発売決定——
株式会社セガトイズ（本社：東京都台東区、社長：佐々木章人、以下セガトイズ）は、
『アストロシティミニ』の発売日を 2020 年 12 月 17 日（木）に決定し、収録タイトル第
2 弾を発表いたしました。
『アストロシティミニ』は、90 年代ゲームセンターに登場したゲーム筐体「アストロシ
ティ」を 6 分の 1 サイズで忠実に再現しました。また、ゲームセンターに設営された面
影をそのままに、
「アストロシティ」を再現できる『アストロシティミニ ゲームセンタ
ースタイルキット』を『アストロシティミニ』と同時発売することを決定いたしました。
『アストロシティミニ』は、セガグループ設立 60 周年プロジェクトのひとつとして、
セガトイズが発売し、株式会社セガから販売します。
【アストロシティミニ WEB サイト】: https://sega.jp/astrocitymini/

『アストロシティミニ』収録タイトル全 36 作品のうち、13 作品を追加公開
第 1 弾にて発表した 10 作品に続き、本日 13 作品を追加
発表いたします。家庭用ゲーム機においてアーケードデー
タを初収録した作品「シャドー・ダンサー」や、名作や力
作のタイトルラインナップをご用意いたしました。収録タ
イトル詳細は、下部の収録タイトル詳細をご覧ください。
ゲームセンタ―にあったあの姿が完成する『アストロシ
ティミニ ゲームセンタースタイルキット』登場！
90 年代、ゲームセンターへ足を運んだ誰もが一度は目に
しているであろうセガの白いアーケード筐体「アストロシ
ティ」
。ゲームセンターに設置されていた筐体の姿をご自宅
でも楽しんでいただけるよう、ベースパーツやゲームセン
ター椅子などのアクセサリーをまとめた『ゲームセンター
スタイルキット』を発売します。接着剤不要で『アストロ
シティミニ』を『ゲームセンタースタイルキット』に乗せ、
スライドするだけのワンステップで簡単に着脱が可能です。
『ベース』には、コインの投入口を設けており、貯金箱と
しての使用が可能です。
「トップボード（看板）」も付属し、
『アストロシティミニ』と本商品を組み合わせた姿は、ゲ
ームセンターにずらりと横並びになっているあの時見た
「アストロシティ」の記憶を呼び戻す作りとなっています。
装着してゲームをプレイすることはもちろんのこと、飾る
ことにも適した一品です。

監修中につきデザインは変更になる場合
があります。
写真は「アストロシティミニ」と「アス
トロシティミニ ゲームセンタースタ
イルキット」を合体させたものです。

ゲームセンター椅子

ベース

収録タイトル第 2 弾詳細
■コットン（1991 年稼働開始/ジャンル：シューティング/１人プレイ）
横スクロールシューティングゲーム。魔法使い「ナタ・デ・コットン」が大活躍！妖
精界を救うため、魔法を駆使して妖精と一緒に魔物を退治しよう。
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■SHINOBI 忍 （1987 年稼働開始/ジャンル：アクション/最大 2 人交互プレイ）
横スクロールアクションゲーム。現代に生きる忍者「ジョー・ムサシ」となり、闇の
世界を牛耳る犯罪シンジケート「ZEED」と戦え！全米でもヒットした忍者アクション。

■シャドー・ダンサー（1989 年稼働開始/ジャンル：アクション/１人プレイ）
爽快ニンジャ横スクロールアクションゲーム。忍犬で敵を封じ込め、捕らえられた子
供たちを救出しながら敵の本拠地を目指そう。

■ESWAT:サイバーポリス イースワット（1989 年稼働開始/ジャンル：アクション/最大２
人プレイ）
横スクロールアクションゲーム。装甲機動警察「ESWAT」の隊員となり、特殊装甲服「ICE」
を身に纏い犯罪シンジゲートを破壊せよ！

■クラックダウン（1989 年稼働開始/ジャンル：アクション/最大 2 人プレイ）
スニーキングアクションゲーム。破壊工作のプロフェッショナル、ベンとアンディを
操作し敵の手に落ちた武装都市へ潜入、時限爆弾を設置して破壊せよ！

■ゲイングランド（1988 年稼働開始/ジャンル：アクション/最大 2 人プレイ）
タクティカルアクションシューティングゲーム。未来世界のレジャー施設「ゲイング
ランド」を舞台に、40 のステージに待ち受けるロボット兵を倒し、囚われた仲間を助
けだそう。

■ぷよぷよ（1992 年稼働開始/ジャンル：パズル/最大 2 人プレイ）
落ちものアクションパズルゲーム。消して、じゃまして燃える対戦！同じ色のぷよぷ
よを 4 つ以上、つなげて消していこう！

■コラムス（1990 年稼働開始/ジャンル：パズル/最大 2 人プレイ）
落ちものパズルゲーム。同じ色の宝石をタテ、ヨコ、ナナメに並べて消していこう。

■ボナンザブラザーズ（1990 年稼働開始/ジャンル：アクション/最大 2 人プレイ）
横スクロールアクションゲーム。正義のギャング・ボナンザブラザーズが悪人の街バ
ッドタウンでひと稼ぎ！すべてのお宝をいただいて脱出だ！

■イチダントアール（1994 年稼働開始/ジャンル：パーティ/最大 2 人プレイ）
パズル＆アクションパーティゲーム。名コンビが中世の騎士に！？「タントアール」
シリーズ第 2 弾！“一段”とパワーアップしたミニゲームがたくさんはいって登場。

■ワンダーボーイ （1986 年稼働開始/ジャンル：アクション/最大 2 人交互プレイ）
横スクロールアクションゲーム。少年ボーイが大冒険！オノを投げ、スケボーに乗って、
恋人のティナを取り戻そう。
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■ワンダーボーイ モンスターランド （1987 年稼働開始/ジャンル：アクション/最大 2
人交互プレイ）
ロールプレイングアクションゲーム。ブック少年はドラゴンを倒すためにモンスターラ
ンドへ。敵を倒してコインを集め、武器や防具、魔法アイテムを買いパワーアップ！
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■ワンダーボーイⅢモンスターレアー（1988 年稼働開始/ジャンル：アクション/最大 2
人プレイ）
アクションシューティングゲーム。ワンダーボーイシリーズ第 3 作！6 種類のパワーアッ
プを駆使してボスを目指そう。

©SEGA/LAT

第 1 弾発表作品

※本リリースに掲載しているゲーム画面は開発中のものです。

法人限定商品紹介
商品名/法人名
商品画像

Amazon.co.jp限定

1

参考小売価格

アストロシティミニの発売を記念して、収録作品の目玉となる「バー

Amazon.co.jp限定 アストロシティ

チャファイター」をクローズアップした限定Tシャツです。アキラの裡

ミニ×バーチャファイター Tシャツ

3,800円（税別）

門頂肘を大きくあしらったインパクト重視のデザインとなっています。

Amazon.co.jp限定 アストロシティ
2 ミニ×バーチャファイター PC＆ス

商品内容

「バーチャファイター」をデザインした壁紙です。PCやスマートフォン

ー

でお使いいただけるサイズとなっています。

マートフォン壁紙セット

12,800円（税別）

楽天ブックス限定
・セガアーケードバンク
セガのアーケードの歴史が貯金箱になったアーケードゲームファン必見
＆必聴のサウンドバンクです。「エイリアンストーム」のスクーターを
あしらったトレイ部分にコインを置くと、独特のクレジット音と共に、
セガの歴代ゲームサウンドやボイスが再生されます。そして箱の中から
「獣王記」のウェアベアが出現。続いて「ファンタジーゾーン」のオパ
セガアーケードバンク＋セガ復刻パ

オパが現れて、コインをさらっていきます。サウンドには『アストロシ

1 ンフレット風クリアファイル 2枚組

ティミニ』収録ゲームから「ファンタジーゾーン」、「獣王記」など20 4,800円（税別）

セット

種類以上のゲーム音をセレクトし、ランダムで再生されます。全部聴く
まで連コイン間違いなしです。
・セガ復刻パンフレット風クリアファイル2枚組
アストロシティミニ収録ゲームの中から2作、システム32の名作「ゴー
ルデンアックスデスアダーの復讐」と、システム24の人気タイトル「ボ
ナンザブラザーズの当時のパンフレットを、オリジナルと同サイズのA4
クリアファイルとして復刻しました。

アストロシティミニ＋セガアーケー
上記に『アストロシティミニ』本体がセットになった商品です。

2 ドバンク＋セガ復刻パンフレット風
クリアファイル2枚組セット

17,600円（税別）

セガストア限定

アストロシティミニに収録されたタイトルの中から22種を厳選し記念メ
ダルに。観賞用にメダルが収納できる専用のアクリルディスプレイを
セットにしました。メダルの表面には個性的な各タイトルのロゴを、裏
面にはセガ設立60周年記念「GOSEGA」のマークを刻印しています。
アストロシティミニ収録タイトル記念メダル22種セッ
ト＋アクリルディスプレイ

アストロシティミニをプレイする際に、ゲームセンターの雰囲気をさら
に盛り上げるデスクマットです。表面は透明になっていて、間にインス
トカードを挟み込むことができます。

「ハイテクランドセガ」デスクマット
セガストア限定 アストロシティミ
ニ DXパックセガ60thアニバーサ

1

「バーチャファイター」や「ファンタジーゾーン」など、ゲームセン

リーコレクターズエディション

26,100円（税別）

ターで必ず見かけたアーケードタイトルの簡易操作説明カードを復刻。
懐かしい人気タイトルのインストカードがついに自分のものに！※サイ
ズはデスクマットに合わせ原寸大でないものがございます。
復刻インストカード10タイトルセット

「ハイテクランドセガ」のロゴをプリントした、ガラス製のトレイで
す。昭和のゲーセン気分を一層盛り上げるアイテムです。

「ハイテクランドセガ」アクセサリートレイ

アストロシティミニ（本体）
アストロシティミニ＋ゲームセン
2

タースタイルキットDXパックセガ
60thアニバーサリーコレクターズエ

上記に『ゲームセンタースタイルキット』がセットになった商品です。

ディション

アストロシティミニ 購入案内サイト
https://sega.jp/astrocitymini/shoppingguide.html
※画像は制作中のイメージ写真です。製品とは異なる場合がございますのでご了承下さい。
※オリジナルグッズには数に限りがございます。特典やグッズの有無については購入ページにてご確認ください。

30,080円（税別）

＜商品概要＞
■商品名：アストロシティミニ
■商品サイズ：幅 130×高 170×奥 170mm
■価格：12,800 円（税別）
■同梱物：本体、電源用 USB ケーブル、HDMI ケーブル、取扱説明書
■発売予定日：2020 年 12 月 17 日
■発売元：株式会社セガトイズ
■販売元：株式会社セガ
■著作権表記：©SEGA ©SEGATOYS ©SUCCESS ©LAT
■商品名：アストロシティミニ コントロールパッド
■商品サイズ：幅 150×高 30×奥 67mm （変更になる可能性があります）
■価格：2,780 円（税別）
■発売予定日：2020 年 12 月 17 日
■発売元：株式会社セガトイズ
■販売元：株式会社セガ
■著作権表記：©SEGA ©SEGATOYS
監修中につきデザインは変更になる場合があります。

■商品名：アストロシティミニ ゲームセンタース
タイルキット
■価格：3,980 円（税別）
■同梱物：ベース、椅子、看板（トップボード）
■発売予定日：2020 年 12 月 17 日
■発売元：株式会社セガトイズ
■販売元：株式会社セガ
■著作権表記：©SEGA ©SEGATOYS
監修中につきデザインは変更になる場合があります。
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