
    

 

報道関係各位                        2020 年 12 月 17日（木） 

NEWS RELEASE  株式会社セガトイズ 

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、セガア

ーケードクラシックゲームの数々を 1 台のゲーム筐体に収めた『アストロシティミニ』を、本

日 2020 年 12 月 17 日（木）より発売を開始したことをお知らせします。 

『アストロシティミニ』は、セガ設立60周年プロジェクトのひとつとして企画した商品です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■『アストロシティミニ』本日12月17日（木）発売！ 

『アストロシティミニ』は、37タイトルものセガアーケードクラシ
ックゲームを、6分の1サイズのゲーセン筐体「アストロシティ」に
収めたゲーム筐体です。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」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ました。  

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全37タイト

ルを収録。リアルなアーケードマシンを彷彿とさせるイルミネーシ

ョンが点灯するほか、操作ボタンは小さいながらも実機と同じ素材

を使用。ジョイスティックも基本設計を忠実に再現し、手に汗握る

興奮を再び味わうことができます。 

また、本体に付属のHDMI ケーブルで、テレビなどのモニターへ接続し、大きな画面で

楽しむこともできます。同時発売する「アストロシティ コントロールパッド」や、より

ダイナミックなプレイをお楽しみいただける「アストロシティ アーケードスティック」

を使用することで、最大2人プレイも可能です。 

ゲーセンの熱狂がこの一台に！ 

『アストロシティミニ』 

本日 12 月 17 日（木）ついに発売！ 
――セガトイズドットコム ピンクボタン限定バージョン A セットは

発売日を待たずして完売！―― 

 



▼『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 

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 

 

■『アストロシティミニ』スペシャルインタビュー“クリエイターズトーク”も公開中！ 

『アストロシティミニ』スペシャルインタビュー企画として、収録された名作の数々に携

わった、セガ・レジェンドクリエイターのミニインタビュー“クリエイターズトーク”を公

開中です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#1 Hiro 師匠＆光吉猛修【前編】  

https://www.youtube.com/watch?v=2AT9v-_RLdQ 

#2 Hiro 師匠＆光吉猛修【後編】  

https://www.youtube.com/watch?v=YQM0a3F_8n0 

#3  並木晃一  

https://www.youtube.com/watch?v=rt5Mtg2QWVA 

#4 小玉理恵子   

https://www.youtube.com/watch?v=rggye2OFtIo 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2AT9v-_RLdQ
https://www.youtube.com/watch?v=YQM0a3F_8n0
https://www.youtube.com/watch?v=rt5Mtg2QWVA
https://www.youtube.com/watch?v=rggye2OFtIo


また、『アストロシティミニ』を 60 台使用して再現した、架空のゲームセンター「ハイ

テクランド セガ 大鳥居」のジオラマ映像を公開しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼「ハイテクランド セガ 大鳥居」ジオラマ映像 

https://youtu.be/s4rwarLhUIU 

 

■セガグッズが当たる！ Twitter キャンペーン第 4 弾も本日より開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『アストロシティミニ』の発売を記念して、「サウンドキーホルダー」と「セガ設立 60 周

年アニバーサリーデイパック」の“セガグッズセット”が 3 名様に当たる Twitter キャンペ

ーン第 4 弾を本日より開催します。 

 

開催期間：2020 年 12 月 17 日（木）～ 12 月 26 日（土）23:59 

プレゼント：セガグッズセット（「サウンドキーホルダー」「セガ設立 60 周年アニバーサ

リーデイパック」）×3 名様 

応募方法：①セガ公式 Twitter アカウント（https://twitter.com/SEGA_OFFICIAL）をフ

ォロー 

②該当のツイート（https://twitter.com/SEGA_OFFICIAL/status/1339405054319607809）

をリツイートで応募完了！ 

※Twitter アカウントを非公開設定にしている場合、抽選対象外となります。 

※当選者発表までにセガ公式アカウント（@SEGA_OFFICIAL）のフォローを外した場合、

抽選対象外となります。 

※当選の発表は、当選者への DM による連絡をもって代えさせていただきます。 

 

https://youtu.be/s4rwarLhUIU
https://twitter.com/SEGA_OFFICIAL/status/1339405054319607809


<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 

 

※ピンクボタン限定バージョンＡセットは、事前予約分完売です。 

 

＊＊＊ 

 

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. 

 


