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企画概略

コンセプト　『栄養素が学べるソーシャル・ゲーム』

　お客さんに合う献立を考え、スマイル（ポイント）を集めるゲーム。プレイヤーは手持ち
の食材カードの中から３枚を選び、献立のメイン食材を決める。お客さんが求めている
栄養素が献立にある分だけ、スマイル（ポイント）が得られる。
（例：ビタミンＡを欲している人なら、ビタミンＡの合計値分を獲得）

　物語の舞台は大企業の社員食堂。

- 概略 -

既存のSNS（仮）

《想定プラットフォーム》

FP版 docomo:FOMA70x,90x,0xAシリーズ au:WIN flash1.1以上の対応機種。 
SoftBank:3G flash1.1以上の対応機種。ただし、942SH,941SH,940SH,iPhoneを除く。

SP版 Android2.2以上

《対応端末》
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ポイント

カード選択による
接客ゲーム

遊んで学べる
栄養素

成功事例の
踏襲

簡単操作かつ
新しいシステム

実生活で役立つ
知識が得られる

ガチャやカードのコンプ
といった課金システム
の成功例の導入

知名度を
利用した集客
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ゲーム・メニュー

トップ画面 クッキング

コンテスト

ガチャ

その他

お客さんと１対１で接し、相手に合う献立を
作成。結果に応じてスマイルを獲得します。

３人１組のチームとなって「クッキング」し、
チームの１日の獲得スマイル数を競います。

食材カード等がランダムで手に入ります。
スマイルで引くスマイル・ガチャ、課金コイン
で引くコイン・ガチャの２つ。

・ショップ（アイテム、衣装の購入）
・衣装（アバター衣装の装着）
・手持ち食材（手持ちカードの確認）
・図鑑（獲得したカード＆メモの閲覧）
・ヘルプ（操作方法、遊び方の説明）
　etc...

マイキッチン

※ コインの購入方法はゲームを展開する媒体によります

・ステータス
・メニュー選択
・ステータス
・メニュー選択
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食材カードの内容

【食材カード】

食材名　 ：食材の名前。左例では「にんじん」

コメント　 ：食材に関するコメント。人気声優が起用できる場合はボイスで

イラスト　：食材のイラスト（フリー素材を加工したものを使用しています）

　　　　　　 有名人を起用できる場合は食材コスプレ等を検討

栄養素　 ：ビタミンＡ、Ｂ、Ｃ、Ｅ、脂質、炭水化物、食物繊維、
　　　　　 　カリウム、カルシウム、たんぱく質の数値を４段階評価。

Ｃｏｓｔ　　 ：カード使用時に必要な行動力。

希少価値：カードの希少性をNormal、High class、Rareの
　　　　　　　３段階で評価しています。

【備考】
・食材カードの系統：野菜、果物、魚介類、肉、その他
・コストの傾向　　　：下準備にかかりそうな時間で算出
・希少価値　　　　　：ゲームバランスによって調整
・栄養素　　　 　　　：サンプル画像では１０要素ですが、
　　　　　　　　　　　　 ゲームバランスに応じて調整

※ 栄養素を覚えられることがウリなので、カードを合体させて
　　栄養素を増加ということはありません。
　　また、合体できないということは、同カードの複数枚所持に
　　意味は無いので、ガチャでも同じカードは引けません。



2012/2/23

マイキッチン（ゲーム画面）

【画面の説明】

・Lv
レベル。得たスマイル数に応じてレベルが上がって
いく。レベルが１つ上がるたびに行動力の最大値が
増える。

・行動力（現在値／最大値）
食材カードの使用時に必要な数値。カードを使用す
る度に、使用したカードのコストに応じて減少する。
行動力が足りないとカードを使用できない。3分で1回
復する。

・コイン
アイテム購入、コイン・ガチャに必要なもの。課金に
よって得られる。

・スマイル
「クッキング」「コンテスト」で接客に当たった際、その
出来によって得られるポイント。

・コンプ率
食材カードの収集率。達成率に応じて特典あり（非売
品のレア衣装など）

「クッキング」
１対１での接客。

「コンテスト」
３人１組になってチームの獲得スマイル数を
競い合う。内容はクッキングと同じ。

自己紹介メッセージ欄
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クッキング（選択）

１．お客さんが来店する。お客さんはコメントを
残しているので、そこから必要な栄養素を考
える

２．食材を選ぶ場合は「食材選択」を選択し、
３枚のカードを選ぶ（右図の通り）

３．食材を新たに選ばない場合、つまり前回
同様のカードを使う場合、「献立作成」を選択
する

⇒ 結果に移動する

《クッキングの流れ》

最近、よく寝違えるんだ
よね。寝方は普通だと
思うんだけどなぁ

最近、よく寝違えるんだ
よね。寝方は普通だと
思うんだけどなぁ

要求難易度：★★★
【現在選択中の食材】
・にんじん
・えび
・トマト

選び終わったら、
「食材決定」ボタンを
押して、クッキングの
ページに戻る

選び終わったら、
「食材決定」ボタンを
押して、クッキングの
ページに戻る

次頁次頁
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クッキング（結果）

このところ、寝違え
なくなった気がする

今でもよく、
寝違えるんだ

献立のカリウム量が★★の場合、
スマイル20ptゲット

献立のカリウム量が☆の場合、
スマイル5ptゲット

数日後……
（という流れに）

※ 欲しい栄養素がカリウムの場合

【ポイント】
・どの栄養素を求めているかわからなくても、得られたスマイルが５ならば、５の栄養素は何か見ることで、
求めている栄養素がわかって次の攻略に役立つ。
・一度カードを選んでいれば、「食材選択」せずとも「献立作成」ができるので、食材カードを選ぶのが面倒な
人は、全栄養素が採れる食材カードをセットして連打することができる。

最近、よく寝違えるんだ
よね。寝方は普通だと
思うんだけどなぁ

最近、よく寝違えるんだ
よね。寝方は普通だと
思うんだけどなぁ

お客さんが求めて
いた栄養素が
カリウムだった
ので、その総量
で明暗が分かれる

お客さんが求めて
いた栄養素が
カリウムだった
ので、その総量
で明暗が分かれる
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コンテスト

　社員全体の健康意識向上のため、チーム制のクッキング・コンテストが開催される。

《コンテスト概要》

1:00～17:00
エントリー受付時間

17:00～18:00
チーム編成時間

18:00～24:00
コンテスト開催時間

24:00～1:00
集計時間＆チーム解散

１日の流れ

フリー・エントリー

チーム・エントリー

エントリー順に
チームが決定

チーム・リーダー
による代表申請

３人に達しない場合は、
ＣＰＵキャラと組に。
数組単位でブロック分け
がされる

３人１組で獲得スマイル数を競い
合う。基本的操作は「クッキング」
と同じ。ただし、妨害アイテムが使
用できる。

ブロック単位で、総獲得
スマイル数が発表される。
順位に応じて★バッジが
もらえる。
※ バッジ数に応じて
ショップで購入可能なア
イテムが変わる

エントリー受付時間は、他プレイヤーにチーム招待メールを送ることができ、
そこで「参加ＯＫ」ボタンを押されると、その人のエントリーはリーダー（送り主）
と同時に行われて同じチームに配属される。招待メールは１人３通まで。
※ 誰かに招待メールを送信した人に、招待メールは送れない。
　 「参加OK」ボタンを押した人も、他の人に招待メールは送れない。
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コンテスト（ゲーム画面）

【画面の説明＜コンテスト・エントリー中＞】

＜上部＞

・獲得スマイル
その日、プレイヤーが得たスマイルの合計。

・ブロック
プレイヤー・チームのいるブロック。

・チーム順位
チームの獲得スマイルによる順位。

・チームの獲得スマイル
獲得スマイルのチーム累積合計値。

・コンテスト クッキング
コンテスト対象のクッキングの開始。画面、展開
としては通常のクッキングに同じ。

＜下部＞

・チームメイト
同じチームのプレイヤーと、そのデータ。

・プレイヤー検索
プレイヤーのキーワード検索。

※ エントリー前は、「コンテスト・クッキング」の変わりに、「フリー・エントリー」と「チー
ム・エントリー」のリンクが表示される。招待メールがある場合には、その表示も。
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コンテスト関連画面

「プレイヤー検索」後、検索結果の名前を
クリックすると表示される画面。
他プレイヤーの衣装やデータの閲覧、
チームへの招待が出来る。

同じブロック内の順位が表示される
画面。順位のほかに、獲得した
スマイル数、構成メンバーが表示
されます。
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ガチャ

【ガチャ】
食材カード等がランダムで手に入るもの。スマイルを使用して引くスマイル・ガチャが左、課金コインを使用
するコイン・ガチャが右。ガチャ・アイテムの出現確率は上の方が高く、下の方が低い。
※ 既に所持している食材カードが出た場合は回復アイテム（栄養ドリンク・ミニ）に変わる

【ヒント・メモ】
「疲労回復にはビタミンB1」「ミネラル（カリウム等）不足が、神経の反射信号の伝達遅れの原因に。寝返り
という脳の命令に筋肉がついてこず、寝違えることも」といった攻略に役立つメモ。『図鑑』で確認可能

【コイン・ガチャ割引券】
コイン・ガチャの使用コイン枚数を数％オフにする消費アイテム。手に入れたら使わないと損と思わせ、課
金ユーザーに変える。

スマイル
ガチャ

食材カード（Normal）

コイン・ガチャ割引券

ヒント・メモ

食材カード（HighClass）

食材カード（HighClass）

食材カード（Rare）

衣装（非売品）

コイン
ガチャ

回復アイテム
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その他（ショップ）

《ショップ》

アバター衣装やアイテムをコインで購入できる。購入可能アイテ
ムは、所有しているバッジの数によって変わる（特にレア衣装）。

【衣装系メニュー】
・帽子系：獲得スマイル数をＵＰ
・服系：食材カードの消費コストをＤＯＷＮ
・アクセサリー系：行動力の回復時間を短縮（秒単位）

【回復系メニュー】
・栄養ドリンク：行動力を全回復させる
・栄養ドリンク・ミニ：行動力を３０回復させる
・魔法のサプリ：一定時間、行動力の回復力ＵＰ（チーム単位）

【妨害系アイテム】
・害虫＆害獣系：使用相手の次回獲得スマイルを減少させる
・トラップ：自分に放たれた害虫や害獣を捕獲して被害を防ぐ
・毒饅頭：放たれた害虫や害獣を寝返らせ、放った相手に向ける
・魔法の鏡：下記条件に当てはまる人が次回獲得スマイルを献上
※ １時間以内に、自分に対して妨害アイテムを使用した人全員

【帽子系】
獲得スマイル数を＋α

【服系】
消費コスト（行動力）－α

【アクセサリー系】
行動力の回復時間短縮

【栄養ドリンク】
行動力を全回復
させる



2012/2/23

その他

《衣装》

　ショップで購入、もしくはガチャで手に入れたアバター衣装を装着できる。装着できる箇所
は頭（帽子）・体（服）・首元（アクセサリー）の３箇所。

《手持ち食材》

　手持ちの食材カードを閲覧できる。画面としては「食材選択」画面と同様。

《図鑑》

　今までに手に入れたことがあるヒント・メモを閲覧できる。ヒント・メモは栄養素別になって
いる（カルシウムについてのメモなら、カルシウムのカテゴリーに）。

《ヘルプ》

　操作方法や攻略のヒントなどが、項目別に書かれている。

《仲間検索》

　他プレイヤーを検索し、マイキッチン画面を閲覧できる。レベルや自己紹介の言葉で検
索できる。
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課金のポイント

【プレゼント・アイテム】
課金しなければ手に入らないアイテムを、１つだけゲーム開始後にプレゼントします。
例えば、「魔法の鏡」という自分を妨害した相手に逆襲する効果があるものをあげ、
実際に使ってもらうことで、「使えばスッキリする」⇒「ほしい」⇒「課金しよう」という流れ、
いわば、無料のお試し品につられて商品を手にするという手法を取り入れます。
※ そのため、初期アイテムを得るためだけのアカウントが意味をなさないように
　　トレード機能はなしにしています

【意図的に損な選択肢を作る】
課金ガチャに１回１００コイン、１０回９００コイン、栄養ドリンク１本付き１０回９００コインと
いう一見すると不要に見える２番目の選択を用意する。理由は次の実験から。

【MITの学生に対する実験】
「新聞のウェブ版の年間購読５９ドル、印刷版の年間購読が１２５ドル、
　印刷版とウェブ版の年間購読が１２５ドルなら、何を選ぶ？」
回答：ウェブ版だけ１６人、印刷版だけ０人、セット購読８４人　

「新聞のウェブ版の年間購読５９ドル、印刷版とウェブ版の年間購読が
　１２５ドルなら、どっちを選ぶ？」
回答：ウェブ版だけ６８人、セット購読３２人

「予想どおりに不合理」 ダン・アリエリー著より

 「印刷版だけ」という選択肢が
セット購読をお得に見せ、
セット購読者数を増やしていた
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課金のポイント

【コイン・ガチャ割引券】
通常より割安にガチャができるという“お得感”を演出することで、課金への敷居を
１つ下げられる。割引券は「安く買えるなら買わないと損」、「あるものは使わないと、
それを手に入れるために費やした時間等が勿体無い」という心理から、課金への
抵抗が低くなることも考えられる。

楽天市場では期間限定ポイントの付与により、購入を煽っているので、
期間限定の半額券をコンテストの商品とすることも可能なら検討。

【交流の促進】
人が“いいもの”を身に着けていると欲しくなるという心理を煽り、レア衣装の購入へと
突き動かす布石として、多くの人と交流するキッカケになるよう「コンテスト」はチーム戦に
しています。
学校で友達ができて仲良しグループが形成される過程として、「席替えで偶然近くに
なって話すようになった」⇒「その中に気が合う人がいた」⇒「一緒にいるようになった」
⇒「その人の友達とも仲良くなった」というのがあるかと思います。
その最初のステップである席替えに近いのが、「フリー・エントリー」であり、
仲良しグループの形成が「チーム・エントリー」です。
ゲーム内に友人がいるかどうかが、プレイ継続の大きな理由にもなり、友達が持ってる
から欲しいという、所有欲を煽るポイントでもあると考え、そこにアプローチすべく、
まずは「話すキッカケ」としてのランダムでのチーム編成を用意しています。
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最後に

　食材の栄養素に焦点を当てた新しいタイプのゲームです。３枚のカードを選ぶだけで進行でき
るので、誰でもプレイできるものと考えております。現在、流行しているソーシャルゲームの多く
が持つ要素“コンプリート欲を煽るガチャ”、“他プレイヤーとの協力＆競争”要素といった 従来
のプレイヤーに馴染みのある内容により、取っ付きやすく、課金を促しやすい構造になっている
かと思います。

　また、近年 話題になった「タニタ食堂」や「変な給食」を見るに、栄養価に対して関心がある層
は少なくないものと思われます。そういった人々、特にソーシャルゲーム未経験の層に対し、『遊
びながら栄養価を学べる』という側面がアピールできます。同時に、「学ぶために課金している
んだ」「無駄にならないゲーム」という言い訳を用意することで、辞める理由を遠ざけられるもの
と考えています。

　集客に関して、有名人を起用できる場合は、食材カードを「有名人＋食材」のものに。人気女
性声優を起用できる場合は、食材カードをセット時にコメントを読み上げてもらえる仕様にし、コ
メントも「私を食べて」等の別の意味合いに取れるものを敢えて採用して話題性を高める。

　上記のような多くのファンがいる人の起用が難しい場合は、食材カードの擬人化などで可愛ら
しいものにするか、実際の食材をイラスト化して広告費に充てる方向性を検討しています。

- 最後に -
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