
【概     要】 

株式会社オフィスクリエイト 
広報担当：荒田靖昭( e-mail / arata@ofcr.co.jp ) 
〒227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台2-10-16   第2鈴木ビル3F 
電話 045-984-1359     FAX 045-983-7842 
※ 就業時間  11：00 ～ 19：00 

■本リリースへのお問合せ(下記カコミ内誌面掲載不可) 

オフィスクリエイト HP http://www.ofcr.co.jp/ 
 
クッキングママリミテッド HP http://www.cookingmama.com/ 

■オフィスクリエイトお客様ご相談窓口■ 
電話       ：045-984-6139 ※攻略情報ついてはお答えしていません。 

受付時間：月～金 / 午後1時～午後5時(祝日、会社特休日を除く) 

■ハード ：ニンテンドー3DS 
■タイトル ：クッキングママ 4 
■ジャンル ：おりょうりアクション 
■プレイ人数 ：1人（ダウンロードプレイ2～4人） 

■CEROマーク ：A判定(全年齢) 
■メモリー使用量：1 
■発売日 ：2011年12月1日予定 
■標準価格 ：5,040円(税込) 
■型番 ：CTR-P-ACQJ 
■JANコード ：4948799100043 

■コピーライト ：© 2011 COOKING MAMA LIMITED / Published by OFFICE CREATE 

Press release    第2報 

ニンテンドー3DSのロゴ・ニンテンドー3DSは任天堂の登録商標です。 

写真 発 画  
DS専 DSi LL /  DSi / DS Lite /  DS  

DS 体 体 覧  掲 写真 2D  

3DS  

http://www.ofcr.co.jp/
http://www.cookingmama.com/
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報道資料ご利用の関係者の皆様へ 

皆様には日頃特別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。 
この報道資料は、株式会社オフィスクリエイトが発売を予定しております、”3DS”用ソフト 
「クッキングママ 4」の内容を記したものです。 
 
貴社での記事掲載のご検討を頂ければ幸いです。 

素材について 

※画像はいずれも｢Photoshop｣及び｢Illustrator｣にて開く事ができます。 

①ロゴデータ 
②ゲーム画面(開発中画像)  ※掲載時には必ず「※開発中ゲーム画面」と掲載してください。 

③イラスト画像 
 
ほか 

今回本タイトルの素材に関しましては下記を用意させていただきました。 

キャッチコピー 

イメージカラー 

タイトルロゴ 

読み方は「くっきんぐ  まま  ふぉー」です。 

※テキストのみにて表示の場合はすべてカタカナと 数字(全角) で、下記のように表記ください。 

クッキングママ ４ 

▲ロゴデータ 

ここは半角としてください。 

ママとわたしのとびだすキッチン！ 

C：1%  M：48%   Y：0%   K ：0% 



ゲームの基礎知識/クッキングママシリーズの特徴 

■クッキングママシリーズは特徴的な調理工程を抜出し、ミニゲームにしています。 

たとえば「たくあん」を作る場合。 

※ニンテンドーDS「クッキングママ3」より。 
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①だいこんを洗う 

②だいこんを干す 

③糠床をつくる 

④糠床へだいこんを 
入れる 

⑤糠床で漬ける ⑥漬かった､たくあんを切る 

このように、その料理の特徴的な工程を 
抽出したミニゲームを集め、最終的に 
目的の物が完成するという、一つの 
レシピを用意してあるのです。 
例え、途中でミニゲームを失敗しても、 
ママがやっておくという名目で､先へと 
進めます。 

解   説 



■ママの存在 

ゲームの基礎知識/クッキングママシリーズの特徴 

クッキングママシリーズにとっ 
て「ママ」の存在は欠かせな 
い重要なものです。 
常に、プレイヤーに付き添い 
ゲームのアドバイスを行い、 
ゲーム中は応援し、失敗した 
調理を代わりに行ってゲーム 
を進行させてくれます。 
 
失敗しても決して怒りません 
し、ネガティブな言葉は使わ 
ず励まします。ママはプレイヤーのゲーム内での保護者であ 
り、唯一無二の存在なのです。 

■食材のリアルさ 

ママ 
▲クッキングママ4 ミートチョッパーのミニゲーム 

▲マグロをさばく ▲ホタテを貝から外して柱を取る ▲ウニを割り身を取り出す 

この描写もシリーズ当初から意識して表現してきたことです。 
お料理が主役のゲームです。食材はリアルにして、プレイヤーの理解をしやすく 
させています。また、お子様には食材の勉強にもなると考えます。 
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■お料理だけではない楽しみ。 

▲日記 ▲おかいもの ▲お友達にごちそうする 

クッキングママ3 クッキングママ3 クッキングママ2 

子供たちのオママゴトが、様々 
な発展性を見せるように、 
クッキングママシリーズでもお料 
理だけではなく、副次的な楽し 
みも追加しています。 
今度のクッキングママ4では、 
ママのお手伝いが加わります。 



コンセプト 
本タイトルのコンセプト。 

よろこびとおどろきを3Dで、演出！ 
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セールスポイント 

3DSの特徴である立体表現を活かし、驚きある演出を 
組み込み､ゲームにより楽しい仕掛けを入れ込みます。 
 
調理の大成功や調理失敗時のハプニングなど、ユーザ 
ーが『うれしい』と感じる場面や『慌てる』場面等､要所、 
要所のアクセントとして活用します。 
 
しかし終始立体表現を行うのではなく、2Dと3Dという表 
示のコントラストを持たせることで、これまで以上に 
驚きを感じてもらえる新しい『クッキングママ』となります。 

■60種類のレシピは全て新作。遊べるミニゲームはなんと200以上！ 
 なじみのあるレシピからちょっと珍しいレシピなど、60種類のレシピを収録。 
 
 
 
 

 
■ミニゲームも更に楽しく！隠れた調理方法で楽しさ倍増！ 
 通常の操作の他に隠された操作、ジャイロセンサー傾きや、スライドパッドなど。 
  隠された操作方法を探すという楽しみが加わりました。 

■新しいモードの追加で、ママのおてつだい！ 
 2つのレシピを組み合わせて作る「くみあわせてみよう」や 
  記録に挑戦する「おてつだいをしよう！」。1枚で4人まで 
  プレイを楽しめる｢みんなであそぼう｣などが盛りだくさん。 

■だれでも遊べるかんたん操作! 
「失敗してもママがやりなおしてあげる!」 
 
  これで誰もがお料理を完成させることができます。 
  チャレンジ要素・メダルの評価があり、やりこみの 
  要素もバッチリあります。 

▲ひっくり返しに成功したハンバーグの 
立体視は迫力満点。 
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「クッキングママ4」のメニュー構成は右のようになっています。 

・おりょうりしよう 60レシピに200以上のミニゲーム 
  を収録しています。 
 
・くみあわせてみよう 組み合わせに応じた楽しいミニ 
  ゲームを収録！ 
 
・おてつだいをしよう 新モード！ママのお仕事をお手伝い 
  しよう！ 
 
・デザインへんこう ゲーム中に手に入れた、ママの衣装 
  やアクセサリー、キッチン周りの小物 
  で、ゲーム中のデザインの変更が 
  できます。 

▲クッキングママ4 メインメニュー画面 

■おりょうりしょう■ 

■ゲームメニュー概要■ 

お料理完成までの工程(特徴的な部分)をミニゲーム化して、つくる楽しみを 
味わってもらえるモードです。本作には60のレシピと200以上のミニゲームが 
収録されています。 

■サンドイッチ■  の場合 

レタスやトマトを切ったり、卵をゆでたりしてサンドイッチ 
を作ります。本作での特徴は、新しく便利な調理器具が色々 
出てくること。  そして、今回、失敗するとママもそれに、 
立体視で、付き合ってくれる。 

たまごで失敗。ママは「ヤン！」と 
言い、付き合ってくれます。 

立体視を使った 
ハプニングは、 
ちょっとびっくりモノ! 



▲皮をむく道具 

■クッキングママ4にでてくる様々な調理器具 

▲野菜などを切る道具 

▲肉を様々な厚さで切る 
  道具 

▲缶詰のフタを開ける 
  道具 

▲卵をゆでる道具 ▲野菜の水切りをする 
  道具 

▲卵を輪切りにする道具 

▲ワインなどのコルクの 
 栓を抜く道具 

▲材料を混ぜる道具 ▲粗いものと細かな物を 
  ふるいわけめ道具 

▲生地を伸ばす道具 ▲果物の皮をむく道具 ▲パンを焼く道具 ▲素材を切る道具 ▲肉を柔らかくする道具 

▲日本古来の粉をひく 
  道具 

▲麺類を切る道具 ▲食材を取り掴む道具 ▲タコヤキを丸く焼く道具 ▲チェリーの種を抜く道具 

この他にも沢山の便利な調理器具があるので、探してみるのも楽しいかも！ 
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様々なビックリを立体視で・・・ 
楽しく遊ぶ、お料理のミニゲームは常に2Dで。そして驚きの演出は3DSで。目の負担への 
軽減にも配慮した、クッキングママ流の演出です。 

ママの喜びはドーンと両腕が 
飛び出すよ！ 

こぼしモノの失敗は、ママも巻き込まれるぞ！  それでも怒らず見 
守ってくれるよ！ 

パンがぶつかって 
しまったママ。 
ゴメンね～ 

まだまだ、たくさんある 
演出にご期待！！ 
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■くみあわせてみよう■ 
全く違ったレシピで作られたお料理を、くみあわせて楽しめるモードが「くみあ 
わせてみよう」だ。いろいろな組み合わせで楽しんでみよう。 

たとえば、カレーにケーキを乗せる組み合わせを楽しんだ 
場合。 

▲カレーがここに。 
そしてフタされます。 

▲シャッフル ▲どーこだ？ ▲ここだ！ あたり。 ▲ケーキがポテっと 
 落ちてくる。 

2つのレシピを組み合わせますが、実際に作る工程を2つ 
分並べるのではなく、組み合わせる部分の簡単なゲーム 
を遊ぶだけでいろいろな結果を楽しむことができます。 

オリジナルカレーのできあがり。 
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「クッキングママ4」はダウンロードプレイにより、最大4人まで同時に遊ぶ事が 
できます。 
 
ゲーム中に登場するミニゲームで誰が一番早くできあがるかを競い合います。 
対戦できるミニゲームはゲームの進行と共に選べる幅が広がってゆきます。 

「おてつだいをしよう」は主にキッチン周りの 
片付けをテーマにしたミニゲームです。 
 
作るだけでなく片付けや掃除といった日常 
にあるものを、ゲームを通してたのしむこと 
ができます。 
また、 
このモードは他と遊び方が変わり「時間以 
内にどれだけの得点がだせるか？」といった 
チャレンジモードなのです。 
純粋に遊びを楽しむもよし。記録更新をめ 
ざすもよし。遊び方はユーザーの気分で決 
める事ができます。 

みんなであそぼう！ダウンロードプレイ！ 

■おてつだいをしよう■ 

▲ゴミをゴミ置き場へ持ってい 
  こう！カラスや車、愛犬マック 
  スに気を付けてね！ 

▲ハタキでホコリを落として 
あげよう。 

▲よごれたお皿を抜く道具洗い 
ましょう。 


