ジャパニメイト が

紙やダンボールで、
できた不思議な世界を、
ペラペラマリオが大冒険！
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ペーパークラフトのような世界を、
ペラペラマリオがシールを使って大冒険

をたたけ！
でたくさんの敵
「ハンマー 」

するシールバトルアドベンチャー「ペーパーマリオ スーパーシール」
（4,800円・
税込）
が、任天堂からニンテンドー 3DS 用ソフトとして発売され、人気を集め

シールでバトル！

ています。
「ペーパーマリオ」シリーズの第 4 作目となる、
このゲームの内容を
リポートします。
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「ロイヤルシール」
を探せ！

モノシールをどんどんゲット！

★キノコ王国の年に1度のお祭り「シールフェス

タ」の夜。クッパのいたずらで、願いをかなえる
特別なシール「ロイヤルシール 」
が世界中に散ら
ばってしまいます。
紙のようにペラペラなマリオと、シール星からやっ
てきたルーシーは、大切なシールを探すため、
大冒険へと旅立ちます。マリオだけでなく、
草原、
砂漠、雪山など、冒険を繰り広げる舞台は、全
てがペラペラの紙でできた世界。流れる砂や、
毒のある沼など、それぞれのコースには、行く手
をさえぎる敵や危険な仕掛けが待っています。

冒険の拠点はラベルンタウン

★立体的なモノを特別なモノシールに変えられ
る
「 モノなげや」は、キノピオたちが住む冒険の
拠点「ラベルンタウン」にあります。
モノシールは、敵とのバトルや、なぞ解きでも独
特な効果を発揮してくれますから、どんどんゲッ
トしましょう。敵を紙の世界ごと切り裂く
「 はさ
み」
、強烈な風を送る
「せんぷうき 」
、敵をぐりぐ
り踏んづける
「ハイヒール」
、軽快ダンスでやっつ
ける「しちめんちょう」
、
複数の敵でも口の中で何
度もかんでダメージを与える「やぎ 」
など、ユニー
クな力でマリオを助けてくれます。
シールショップは、
「 ラベルンタウン」のほかに、
コース上にもあります。手持ちのシールがなく
なった時や、バトルの前に欲しいシールがある時
は立ち寄ってください。ショップでシールを買う
には、コインが必要です。敵を倒したり、コー
ス上で拾ったりして手に入れられます。
入手したシールは、下画 面のアルバムでチェック。
冒険を進める
と、シ ー ル を
貼れるページ
が 増えていき
ます。

舞台は紙でできたペラペラの世界

シールを集めよう！

★コース上や街には、壁や地面に貼り付けられ

ていたり、ブロックの中に隠れていたりするシー
ルがいっぱい。はがしたり、拾ったり、ブロック
をたたいたり、お店で買ってそろえたりと、冒険
に役立つシールはいろんな場所で集められます。
コース上にある立体的なモノを拾ったら、
「モノ
なげや」に行きましょう。ペラペラな世界では、
立体のモノを使うことができません。ボードに向
かってモノを投げつけると、特別な力を持ったモ
ノシールとして使えるようになります。
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モノシールの
「はさみ」で攻撃

「キノコ」
で体力回復

★コース上で敵に触れると、バトルがスタート。
バトルは交互に攻撃するターン制で、シールを使っ
て戦います。シールには様々な効果がありますか
ら、いろんな種類のシールを手に入れておけば、
強敵と出会っても安心です。バトルの際には、知っ
ておくと有利ないくつかのポイントがありますか
ら、こっそりお教えしましょう。
コース上で敵を踏みつけたり、ハンマーでたたい
たりして先制攻撃すると、ダメージを与えた状態
からバトルを始められます。攻撃する時や、敵か
ら攻撃された時にタイミングよく A ボタンを押す
と、攻撃の威力がアップしたり、受けるダメージ
を少なくしたりできます。
コインを払ってスロットに挑戦できる「バトルス
ロット」
では、
そろった数だけ1 度の攻撃回数が増
え、さらに3 つそろえば絵柄にそったオマケもも
らえます。
バトルでは、敵 1 体を踏みつけられるものの、と
がった敵には要注意の「ジャンプ」
、
ファイアーボー
ルを投げつけてたくさんの敵を攻撃できる「ファ
イアフラワー」
、たくさんの敵をたたくことはでき
るけれども、飛んでいる敵には届かない「ハン
マー」
、バトル中に体力回復できる「キノコ」など
を使う機会がたくさんあるでしょう。
シールの中には、同じ絵柄でもキラキラしていた
り、大きいサイズのものがあったりします。どち
らも効果がアップしているので、
、強敵とのバトル
で是非持っておきたいシールですね。

シールでなぞ解き！

橋が外されている時に「ペパライズ」を利用すれば………シールを使って、橋がかかった！

★コース上には、仕掛けがいっぱいです。これ以上進めないと思っても、シールをはがしたり、ハンマー

でたたいたりすれば、道が開けることも。ルーシーの力を借りて「ペパライズ」すれば、思わぬヒント
が見つかるかもしれません。
「ペパライズ」が起こると、時間が止まり、世界が 1 枚の絵のようになります。
橋が外されて渡れない時に「ペパライズ」すれば、これまでに手に入れた「木の橋」のマップピースを
川の上に置いてぴったりと貼り合わせることで渡れるように。怪しい壁に行く手を阻まれた時には、指定
した位置に正しいシールを貼ることで出口を見つけたりもできるのです。仕掛けの中には、壁をはがして
みると、中にたくさんのコインがあったり、床をはがすことで、ハリだらけの道を通れるようになったり
することも。いろいろ試しながら、なぞをどんどん解いていきましょう。
※ニンテンドー 3DS の立体映像は本体でしかご覧いただけません。画面写真は 2D 表示のものです。

協力／株式会社オフィスクリエイト

かんじのよめないみなさんは、パパやママ、
またはかぞくのだれかによんでもらってね！

http://www.ofcr.co.jp/

クッキングママです!!

第14回

今年のバレンタインスイーツは
わたしがつくる！の 巻

ニンテンドーＤＳ
クッキングママ 3
（5,040 円・税込）
ニンテンドー３ＤＳ クッキングママ 4（5,040 円・税込）

シャカシャカシャカ………。

ママ「あら？イチゴがキッチンでお料理なんて、
珍しい！」
イチゴ「お料理じゃなくって、お菓子」
ママ「お菓子？」
イチゴ「だって、明日はバレンタインデーで

しょ。去年はママにイチゴチョコで助けても
らったから、今年はわたしが自分で作るの！」

ママ「へえ〜、えらいわね。ボウルで生地を
混ぜてるってことはケーキ…ん？でも、キッチ
ンに出てるのは、ホットケーキミックス、卵、
牛乳、バター、砂糖…それとは別に、湯せん
するために細かく刻んだチョコ………ってこと
は、チョコドーナッツを作ってるのね」
イチゴ「さっす
が、ママ！
素材だけで言

い当てちゃうな
んて、グルメ探
タマゴをわろう
偵みたい！
マ マ「うふ ふ。
今回はママが手伝わなくていいの？」
イチゴ「うん！ドーナッツの型に、しぼり器で
生地を入れて、180度に予熱したオーブンで20
分焼いたらドーナッツのできあがり。

あとは、ドーナッツの上半分に、溶かしたチョ

コをハケでぬったら完成だもん。この作り方
全部、ニンテンドー3DS用のクッキングママ 4
でおぼえちゃった」

ママ「じゃあ、
これは知ってる？今イチゴが作っ
てるドーナッツも、町中のお店で売ってるドー
ナッツも、大抵真ん中に穴が開いてるけど、
ドーナッツには最初穴は開いてなかったのよ」
イチゴ「えっ？あんドーナッツみたいだっ

たとか、いろんな説があるわ」
イチゴ「オリークックが、どうしてドーナッツ
になったのかなぁ」
ママ「それは、英語でパン生地のことを
dough（ドゥ）
、クルミとかの木の実類を nut

（ナッツ）と呼ぶから」
イチゴ「そっか！

ニンテンドーＤＳ
クッキングママ
特別記念価格版
（1,980 円・税込）

生 地 に クル ミ が
乗 って る か
ら、ド ゥ と
ナ ッ ツ で、
ドゥ ナ ッツ …

ドーナッツ！」
チョコドーナッツ完成！
ママ「食べ物の
名前の由来って、面白いでしょ」

イチゴ「いいこと聞いちゃった。パパやリンゴ
にチョコドーナッツを渡す時、教えてあげよっと」

たってこと？」
ママ「いいえ。ドーナッツの起源は、

ママ「食いしん坊のリンゴが聞いたら、穴な
んて開けなくてもいいのに！って言うかもね」

数百年前のオランダにまでさかのぼ
るの。最初は生地をボール状に揚げ
たお菓子で、クルミが乗っていたらし
いわ。名前もドー

ナッツじゃなく
て、オリークック
（Olykoek）
」
イチゴ「クル ミ
が 乗 って た ん
生地を型にしぼり入れよう
だ」
ママ「その後、中までしっかりと火が通るよ
うに穴が開けられたとか、このお菓子がアメ
リカに伝えられた時に、現地でクルミが手に
入らなかったから、その部分に穴が開けられ

ニンテンドーＤＳ
Dream Age Collection Best
クッキングママ 2
（2,940 円・税込）

イチゴ「これからも、イチゴの知らないこと、
いっぱい教えてね」
ママ「もちろん！食について知ったり、考えた
りすることは、イチゴやリンゴがこれから立派
な大人になるうえで、
とっても大切なことなん
だもの(^̲-)-☆」
盛り上げるために、ア
メリカンジョークでも
披露しちゃおうかな」
リンゴ「え？どんな？」
パパ「とってもお腹が減ってるから、このドー
ナッツの穴まで食べちゃおうかな、なんて」
リンゴ「……やめといた方がいいんじゃない？」

玄関先のパパとリンゴ
リンゴ「ねぇ、
パパ！キッチンでイチゴがこそ
こそ何か作ってると思ったら、
どうやらバレン
タインデー用のチョコドーナッツみたいだよ！
あ〜〜、早く食べたいな」
パパ「そうか。じゃあ、
もらった時、場を一気に
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