
 

<News> 

EGG MUSIC RECORDS第 29弾作品 

音楽 CD『THE HISTORY OF ARTDINK -OPENING MUSIC COLLECTION + MATERIAL ARCHIVES-』本日発売開始＆ 

プロジェクト EGGにて『トキオ（PC-9801版）』配信開始 

 

平成 30年 4月 6日 

株式会社Ｄ４エンタープライズ 

 

「EGG MUSIC RECORDS」は、レトロゲーム復刻ビジネス・関連サービス運営を行っている株式会社 D4 エ

ンタープライズ(本社・東京都千代田区、代表取締役・鈴木直人)の音楽 CDレーベルです。 

 ゲームミュージック専門のダウンロード配信サイト「EGG MUSIC」のサイド・プロジェクトとして 2007

年 8月に発足し、以後 28作品をリリースしています。 

 先日発表された今レーベルの第 29 弾作品『THE HISTORY OF ARTDINK -OPENING MUSIC COLLECTION + 

MATERIAL ARCHIVES-』について本日発売が開始されました。 

またこれを記念して、CD収録作品のひとつである『トキオ（PC-9801版）』をレトロゲーム総合配信サイ

トプロジェクト EGGにて配信開始しました。 

 

タイトル ： THE HISTORY OF ARTDINK -OPENING MUSIC COLLECTION + MATERIAL ARCHIVES- 

発  売 ： 2018年 4月 6日発売 

価  格 ： 3,000円（税抜）音楽 CD（CD EXTRA 仕様）2枚組 

 

権利表記 ： 

©1985-2018 ARTDINK. All Rights Reserved. 

Neo ATLAS 1469：©STUDIOARTDINK / ARTDINK 

Neo ATLAS：©FlipFlop 

トポロ：©FlipFlop 

©2017 D4Enterprise Co.,Ltd 

 

紹介、購入ページ URL 

http://ac-mall.jp/emca-0029 

http://ac-mall.jp/emca-0029


 

 

 

『A 列車で行こう』シリーズを筆頭にユニークなタイトルで業界をリードするアートディンク。 

その 30 年以上の歴史を振り返る、珠玉のサウンドトラックが今ここに登場！ 

 

1985年に『A列車で行こう』が登場して以来、THE ATLAS、カルネージハートなど独創的なタイトルを続々

とリリースし、業界をリードし続けてきたアートディンク。そんな同社の魅力をサウンドトラックとして

お届けします。 

また、本作は EGG MUSIC RECORDS 初の CD-EXTRA仕様！ お使いのパソコンに入れることで、アートディ

ンクの歴史を紐解く資料 PDF を多数閲覧可能！ 

聴くだけでなく、見るまでも……本作は CDながら音楽だけに留まらず、高い資料性も大きな魅力となっ

ております。 

 

・過去発売されたアートディンクタイトルのオープニング＆タイトル曲を 2枚組にて収録。 

 いつも聴いていたオープニングを彩る印象深い楽曲たちが、このタイトルに集約！ 

 

・発売当時、店頭などで配布されたパンフレットやチラシなどを多数 PDF化＆閲覧可能！ 

 

・ブックレットにはアートディンク年表や関係者インタビューを収録！ 

また、スペシャルコンテンツとして月刊ログインで編集長を務めたほえほえ新井さん、高橋ピョン太さん、青柳うい 

ろうさんの三名による「『ログイン』元編集長による、アートディンクの思い出」を収録。 



収録タイトル 

 

■PC-9801版 タイトル 

アークティック 

ハウ・メニ・ロボット 

Ａ列車で行こうⅡ 

大海令 大日本帝国海軍の軌跡 

大海令 南海の死闘 

ファーサイドムーン 地球防衛軍Ⅱ 

機甲師団 

THE ATLAS 

Ａ列車で行こうⅢ 

Ａ列車で行こうⅣ（試聴） 

栄冠は君に 高校野球全国大会 

関ヶ原 

トキオ 

トキオ２ 

機甲師団Ⅱ 

THE ATLAS 2 

ルナティックドーン（試聴） 

ルナティックドーンⅡ 

天下御免 

ローマは一日にして成らず 

合戦 関ヶ原 

 

■PS版 タイトル 

Ａ列車で行こうⅣエヴォリューション（試聴） 

アクアノートの休日 

アクアノートの休日２ 

ヴァンピール 吸血鬼伝説 

カルネージハート 

ゼウスⅡ カルネージハート 

ゼウス カルネージハートセカンド 

トポロ 

ドミノくんを止めないで。（試聴） 

ネオアトラス 

ネオアトラス２ 

ルナティックドーンⅢ 

https://www.youtube.com/watch?v=zIFXhzYaXuI
https://www.youtube.com/watch?v=gQzs-NWCaoI
https://www.youtube.com/watch?v=6vwgTl08vdU
https://www.youtube.com/watch?v=uqJy2PanUDM


ルナティックドーン オデッセイ 

進め！海賊 

太陽のしっぽ 

風のノータム 

 

■PS2版 タイトル 

建設重機喧嘩バトル ぶちギレ金剛!! 

ネオアトラス３ 

栄冠は君に 甲子園への道 

栄冠は君に 甲子園の覇者 

シード 

 

■PSVita版 タイトル 

Neo ATLAS 1469 

 

■ボーナストラック 

アートディンク 30周年動画用メドレー 

 

※ 当時音源の仕様上、一部効果音が入っている作品が御座います。予めご了承下さい。 

※ 一部タイトルにつきまして、音源の都合上ソフトウェア音源での録音となります。予めご了承下さい。



タイトル ： トキオ（PC-9801 版） 

ジャンル ： シミュレーション 

メーカー ： アートディンク 

配信サイト URL ：  

http://www.amusement-center.com/project/egg/cgi/ecatalog-detail.cgi?contcode=7&product_id=1459 

発 売 日 ： 4月 6日 

価  格 ： 500円（税抜） 

（※ キャンペーン終了後は 900円での配信となります。） 

権利表記 ： 

(C)ARTDINK 

(C)2018 D4Enterprise Co.,Ltd. / (C)2018 MSX Licensing Corporation. 

 

今よりほんの少し未来。東京都が宇宙空間にスペースコロニーを建設し、それを第 24 番目の区、[トキ

オ区]にしました。このトキオの区長に突然任命されたのが「あなた」です。このゲームはあなたが様々な

区政をすすめ、区を発展させる区長シミュレーションゲームなのです。 

本作は 1992年にリリースされた箱庭系シミュレーションゲームで、プレイヤーはトキオの区長となって、

トキオの行政に乗り出すことになります。ゲームは一般的な都市開発シミュレーションのように、公共施

設の建設や税収の管理、条例の交付などを通じて、都市をドンドン育成していきます。しかし、本作の舞

台は宇宙空間に漂うコロニーなので、スペースシャトルの配備、重力や酸素供給量のコントロール、地球

や月との運航ダイヤの調整など、他の作品では見られない要素も満載。これらがうまく噛み合って、プレ

イヤーは宇宙空間らしいユニークな区政を堪能できることでしょう。 

区長ということから任期が設定されており、4 年ごとの選挙で落選するとゲームオーバー。攻略には住

民たちの気持ちを考えた区政が最重要となります。ちなみに、ゲームの機能で、個別に住民に電話をかけ

るという機能があり、これを駆使すれば住民の要望などがわかるかも……。 

4 年ごとの選挙におびえながら、あれこれと全力で奔走する本作は、政治をテーマにしたゲームとして

は、なかなかに秀作ともいえる内容。その人気の甲斐あって、後に続編『トキオ 2』などもリリースされ

ています。 

果たして、あなたはトキオを一人前の区に成長させることができるでしょうか。 

 

 EGGチャンネルにて紹介動画公開中！ 

 https://youtu.be/CzPVtd3MzMc 

http://www.amusement-center.com/project/egg/cgi/ecatalog-detail.cgi?contcode=7&product_id=1459
https://youtu.be/CzPVtd3MzMc


『プロジェクト EGG』URL ：  

http://www.amusement-center.com/project/egg/ 

動画でゲーム紹介！ YouTube 内チャンネル『EGGチャンネル』URL ： 

http://www.youtube.com/ProjectEGG 

最新情報を即ゲット！ 公式 Twitter『EGGなう！』URL ：  

https://twitter.com/project_egg 

 

【報道機関からのお問い合わせ】 

株式会社 D4エンタープライズ 広報担当 大石 

http://www.d4e.co.jp/ 

Mail：info@d4e.co.jp / TEL：03-3518-6886 / FAX：03-3518-6887 

 

 

http://www.amusement-center.com/project/egg/
http://www.youtube.com/ProjectEGG
https://twitter.com/project_egg
http://www.d4e.co.jp/

