
    

 

報道関係各位  2020年 12月 15日（火） 

NEWS RELEASE  株式会社セガトイズ 
計 5枚 

 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、セガ設

立 60 周年プロジェクトのひとつとして、2020 年 12月 17 日（木）に発売する『アストロシティ

ミニ』の発売直前生放送“『アストロシティミニ』発売前夜祭”を 2020 年 12 月 16 日（水）21

時より配信いたします。 

  
Hiro 師匠・光吉猛修氏・並木晃一氏らの一夜限りのドリームユニットにてあの名曲を披露！ 

いよいよ、2020 年 12 月 17日（木）に発売となる『アストロシティミニ』。 

発売前夜となる 12 月 16 日（水）21 時より、前夜祭開催中の会場から YouTube で生配信をい

たします。 

放送では、『アストロシティミニ』発売をお祝いして、Hiro 師匠・光吉猛修氏・並木晃一氏ら

が一夜限りのドリームユニット“S.S.T. 

Legends （ ※ '90s SEGA SOUND TEAM 

Legends）”にて共演！ 新たにスタジオ収

録したあの名曲を披露いたします。 

また、Hiro師匠はトークコーナーにも出

演。同日発売となる CD『ASTRO CITY mini 

- Celebration Album -』の制作秘話や、

一夜限りのドリームユニットついてお話

しいただきます。収録タイトルにゆかりの

あるレジェンドとしてすでに出演を発表

している「鈴木裕」さんと、Hiro 師匠が

語る、当時の思い出や収録作品について

のトークもご期待ください。 

Hiro 師匠・光吉猛修氏・並木晃一氏らの 

一夜限りのドリームユニットにてあの名曲を披露！ 

“『アストロシティミニ』発売前夜祭” 
明日 12 月 16 日（水）21 時より配信！ 

 

一夜限りの共演となる 元 S.S.T.BAND/B-univ メンバー 

（左から Hiro 師匠[Key]・光吉猛修氏[Vo]・並木晃一氏[Gt]） 

http://www.wave-master.com/ent/astrocitymini/
http://www.wave-master.com/ent/astrocitymini/


激ムズ！ 『アストロシティミニ』収録の「アレックスキッド with ステラ ザ・ロストスター

ズ」に挑戦！ 

 コーナーの中盤では、『アストロシティミニ』✕「ゲームセンターミカド」の生放送で激ムズ

と名高い「アレックスキッド」のワンコインプレイに挑戦し、惜しくもワンコインクリアを逃し

た宴帝さんが、ゲームに再び生チャレンジします。 

 

■番組名：『アストロシティミニ』発売前夜祭 

■放送日時：12 月 16 日（水）21:00～22：00（予定） 

■番組 URL：https://youtu.be/UP8vYHz04lk 

■MC：若井友紀子 

■サブ MC：西村ケンサク（セガ） 

■出演：Hiro 師匠、宮崎浩幸（ともにセガ） 

■ゲスト：鈴木裕（ゲームクリエイター） 

池袋サラ（バーチャファイター 元鉄人） 

     山岡（バーチャ 1 プレイヤー） 

     宴帝（ゲームプレイヤー） 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     若井 友紀子          西村ケンサク   

        

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

鈴木裕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池袋サラ           山岡          宴帝 

https://youtu.be/UP8vYHz04lk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiro 師匠               宮崎浩幸 

 

【アストロシティミニとは】  

1993 年に初の樹脂製筐体として登場し、全国のゲームセンターにおよそ 5 万台が導入された

革新的なゲーセン筐体「アストロシティ」。そのオリジナルのデザインを忠実に、6 分の 1 の手

のひらサイズで再現したゲーム筐体が『アストロシティミニ』です。  

720PのHD画質で蘇った「バーチャファイター」をはじめ、セガのアーケードゲームの名作・

佳作そして幻の作品などのタイトルを37作品収録。100円玉を握りしめて通ったゲームセンタ

ーでの興奮を、大人になった今改めてお楽しみいただけます。 

 

『アストロシティミニ』公式サイト https://sega.jp/astrocitymini/ 

 

『アストロシティミニ』収録の全 37 タイトル 

 タイトル名 導入年 ジャンル 

1 バーチャファイター 1993年 格闘 

2 スペースハリアー 1985年 シューティング 

3 ラッドモビール 1991年 レース 

4 ダークエッジ 1993年 格闘 

5 アラビアンファイト 1991年 アクション 

6 ゴールデンアックス 1989年 アクション 

7 ゴールデンアックス デスアダーの復讐 1992年 アクション 

8 コットン 1991年 シューティング 

9 サンダーフォースAC 1990年 シューティング 

10 ソニックブーム 1987年 シューティング 

11 青春スキャンダル 1985年 アクション 

12 カルテット2 1986年 アクション 

13 ぷよぷよ 1992年 パズル 

14 ぷよぷよ通 1994年 パズル 

15 スクランブルスピリッツ 1988年 シューティング 

16 コラムス 1990年 パズル 

17 コラムスⅡ 1990年 パズル 

18 スタックコラムス 1994年 パズル 

https://sega.jp/astrocitymini/


19 フリッキー 1984年 アクション 

20 忍者プリンセス 1985年 アクション 

21 アレックスキッド with ステラ ザ・ロストスターズ 1986年 アクション 

22 SHINOBI 忍 1987年 アクション 

23 シャドーダンサー 1989年 アクション 

24 ESWAT:サイバーポリス イースワット 1989年 アクション 

25 クラックダウン 1989年 アクション 

26 ゲイングランド 1988年 アクション 

27 ボナンザブラザーズ 1990年 アクション 

28 イチダントアール 1994年 パーティ 

29 ワンダーボーイ 1986年 アクション 

30 ワンダーボーイ モンスターランド 1987年 アクション 

31 ワンダーボーイⅢ モンスターレアー 1988年 アクション 

32 ファンタジーゾーン 1986年 シューティング 

33 エイリアンストーム 1990年 アクション 

34 エイリアンシンドローム 1987年 アクション 

35 タントアール 1993年 パーティ 

36 獣王記 1988年 アクション 

37 ドットリクン 1990年 アクション 

 

<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（木） 

■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 

 

■商品名：アストロシティミニ アーケードスティック 

■商品サイズ：幅 350×高 120×奥 240mm  

■価格：12,800 円（税別） 

■発売予定日：2020 年 12 月 17 日（木） 

■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 

 

■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  

■価格：2,780 円（税別） 

■発売予定日：2020 年 12 月 17 日（木） 



■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 

 

■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（インストラクションパネル） 

■発売予定日：2020 年 12 月 17 日（木） 

■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 

 

<商品概要> セガトイズ.com 限定商品 

■商品名セガトイズ.com ピンクボタン限定バージョンＡ（コントロールパッド 2 個セット） 

■価格：18,360 円（税別） 

■同梱物：本体、電源用 USB ケーブル、HDMI ケーブル、ニ

ューアストロシティミニスピーカーカバー、取扱説明書、ア

ストロシティミニ コントロールパッド×2 

■発売予定日：2020 年 12 月 17 日（木） 

■発売元：株式会社セガトイズ 

■販売元：株式会社セガトイズ 

■著作権表記：©SEGA ©SEGATOYS  

 

■商品名セガトイズ.com ピンクボタン限定バージョンＢ（アーケードスティックセット） 

■価格：特別価格 24,600 円（税別） 

■同梱物：本体、電源用 USB ケーブル、HDMI ケーブル、ニ

ューアストロシティミニスピーカーカバー、取扱説明書、ア

ストロシティミニ アーケードスティック 

■発売予定日：2020 年 12 月 17 日（木） 

■発売元：株式会社セガトイズ 

■販売元：株式会社セガトイズ 

■著作権表記：©SEGA ©SEGATOYS 

 

セガとセガロゴは株式会社セガまたはその関連会社の登録商標です。 

SEGA and SEGA logo are registered trademarks of SEGA Co., Ltd. or its affiliates. 
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セガとセガロゴは株式会社セガまたはその関連会社の登録商標です。 
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監修中につきデザインは変更になる場合があります。 

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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