
作品タイトル カクテル酩路（カクテルめいろ）

◎趣旨 GOAL

A B C D E F
1

ブランデー レモン ソーダ ウイスキー

特にカクテルの知識が必要です

ホテルバーや繁華街に佇む高級バーにおいて 2
ライム カンパリ チェリー ウイスキー

スマートにカクテルをオーダーし、そのカクテルの

材料や背景を知っておくことで、より人生が 3
ウォッカ ソーダ レモン ビターズ ウォッカ

豊になり、交友関係も広がりまた会話も弾みます
4

ライム ラム レモン 塩

その為のアプリケーションとして、迷路という

単純ゲームを通じてカクテルレシピや背景に 5
カルバドス ライム ウォッカ オレンジ ウォッカ オリーヴ

ついて学ぶことが出来る教育的目的も兼ね備えた
ゲームを提案いたします 6

ジン ライム ジン

START

◎ルール

GOAL

解り易く文字ですが、実際はカラー写真で表示し A B C D E F

カーソルを当てると文字説明を表示させます 1
ブランデー レモン ソーダ ウイスキー

2
ライム カンパリ チェリー ウイスキー

マスを縦、横に移動しカクテルを作って行きます

全ての材料を使い切ってゴールにたどり着きます 3
ウォッカ ソーダ レモン ビターズ ウォッカ

全ての材料を使い切らなくてもゴール出来ますが

ポイントは低くなります（ポイントに関しては後述） 4
ライム ラム レモン 塩

ゴールした場合、次の面に進み同じ要領でクリアして行きます

面が進むにつれマス数を増やし、カクテルも複雑 5
カルバドス ライム ウォッカ オレンジ ウォッカ オリーヴ

なもの（使用材料の多いものやあまり知られていないもの）

になり難易度が上っていきます 6
ジン ライム ジン

制限時間はありませんが、時間計測をし、早くクリアすれば

ポイントアップとします START

◎ゲームの流れ

出来上がりますのでこの時点で〔ジントニック〕という吹き出しとカラー写真を表示させて

決定の場合はクリックしてもらいます

GOAL

A B C D E F

順番は 1
ブランデー レモン ソーダ ウイスキー

 ゲームのルール、流れについて説明して下さい （画像・図式の使用可）

いけてる大人のたしなみの1つにお酒、 ジンジャー
エール

ホワイトキ
ュラソー

グレープフ
ルーツ

スイートベ
ルモット

グレナデン
シロップ

ホワイトキ
ュラソー

トニックウォ
ーター

ホワイトキ
ュラソー

ドライベル
モット

図　1

図1のような画面が表示されます
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ここでは6×6マスとします
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図　2

図2を参照

A6からドラッグを始めます方向は縦、横のみで斜めは不可

A6からは、A5またはB6のみ進めます

A5方向に進んだ場合出来上がるカクテルはありませんので、B6方向に進みます

A6,B6の2マスドラッグでもまだ何も出来ませんがC6またはB5までドラッグするとジントニックというカクテルが

カクテルが出来上がった場合はその3マス（通り道）に色をつけます

C6とB5の両方にライムがありますが正解はB5でC6に行くと袋小路になります

次はA5かB4かC5のどれかに進み同様にしてカクテルを作りながらゴールを目指します

図3がクリア画面です
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ホワイトキ
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START⇒A6⇒B6⇒B5⇒A5⇒A4⇒B4⇒
ブランデー レモン ソーダ ウイスキー

2
ライム カンパリ チェリー ウイスキー

⇒C4⇒D4⇒E4⇒E5⇒D5⇒ 3
ウォッカ ソーダ レモン ビターズ ウォッカ

4
ライム ラム レモン 塩

⇒C5⇒C6⇒D6⇒E6⇒F6⇒F5⇒

5
カルバドス ライム ウォッカ オレンジ ウォッカ オリーヴ

⇒F4⇒F3⇒F2⇒E2⇒E3⇒D3⇒D2⇒ 6
ジン ライム ジン

START

⇒C2⇒C3⇒B3⇒A3⇒A2⇒A1⇒

⇒B1⇒C1⇒D1⇒E1⇒F1⇒GOAL

出来上がるカクテルは順に

マンハッタン　カンパリソーダ　モスコミュール　サイドカー　ハイボール

ゲーム中にカクテルを確定させた都度手前に出来上がったカクテルのカラー写真をアイコンで表示させ

それぞれをクリックすると正確なレシピと名前の由来、アルコール度数、味の説明、

ライムなどの果物を副材料フルーツ類といいます

トニックウォ－ター等の割り物を副材料炭酸飲料類といいます

ジンなどのアルコールはベースといいます

オリーブ、塩などはデコレーションといいます

図中の文字のところは，絵（写真可）を使います

たとえば，レモンは右のようなアイコンとします

もし，ライムとトニックウォーターとジンを取ったときには

右のような写真が示されます
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1
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2
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3
カンパリ ソーダ レモン
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ジントニック　ジャックローズ　XYZ　スクリュードライバー　カミカゼ　マティーニ　ソルティードッグ

食前食後などのTPOなどが解る画面が表示されます

アイコンは，フルーツ類と炭酸飲料類とベースとデコレーションとの4種類になります

（写真はWikipediaより）

（写真はWikipediaより）

6×6マスで説明しましたが、第1面は3×3マスでスタートします トニックウォ
ーター

ジンジャー
エール

図4参照

設定時間1分　基本ポイント30ｐｔ　クリア手順2通り グレープフ
ルーツ

手順1は10pt　手順2は30pt　

クリア時間によるインセンティブは±10秒ごとに5ptの増減

(手順1）

START⇒A3⇒A2⇒A1⇒GOAL でスプモーニ

図 4



START⇒A3⇒B3⇒C3⇒C2⇒C1⇒B1⇒B2⇒A2⇒A1⇒GOAL

カンパリソーダ、モスコミュール、ソルクバーノの出来上がりです

◎基本ポイントと設定時間、時間インセンティブについて

以降順次増加

◎ランキングについて

◎オリジナル面作成モード

投稿された面やオリジナルカクテルが採用された場合はボーナスポイントを付与

◎その他

アプリケーションアップロードにて常に最新の情報を提供する

◎代表的カクテル名とそのレシピの一覧

ハイボール ウイスキー＋ソーダ

ブルドック ウォッカ＋グレープフルーツ

ジンライム ジン＋ライム

オレンジブロッサム ジン＋オレンジ

カシスオレンジ カシス＋オレンジ

カンパリオレンジ カンパリ＋オレンジ

(手順2）

第2面は4×4マス、第3面は5×5マス、第4面からは6×6マスを中心に徐々に難易度を上げていきます

1面は基本ポイント30pt　　設定時間　1分

2面は基本ポイント40pt　　設定時間　4分

3面は基本ポイント50pt　　設定時間　5分

4面は基本ポイント80pt　　設定時間　8分

クリア時間によるインセンティブは±10秒ごとに5ptの増減

基本ポイントは設定時間の±10秒未満で全てのアイテムを使用した場合のポイント

全て使用せずにクリアした場合は、使用しなかったアイテム数×2ptの減点とします

インターネットに接続し，
全国ランキングのどの順位にいるかがわかるようにする

オリジナルカクテルが造れたり，
難問の面をユーザに作成してもらうモード

獲得したポイントはiPhoneアプリケーション購入に充てることが出来る（換金率は未定）



カンパリソーダ カンパリ＋ソーダ＋レモン

ピンクジン ジン＋ビター

カミカゼ ウォッカ＋ホワイトキュラソー＋ライム

ホワイトレディー ジン＋ホワイトキュラソー＋レモン

バラライカ ウォッカ＋ホワイトキュラソー＋レモン

X.Y.Z ラム＋ホワイトキュラソー＋レモン

サイレントサード ウイスキー＋ホワイトキュラソー＋レモン

ジントニック ジン＋ライム＋トニック

ラムトニック ラム＋ライム＋トニック

テキーラトニック テキーラ＋ライム＋トニック

ウォッカトニック ウォッカ＋ライム＋トニック

キューバリバー ラム＋レモン＋コーラ

ジンバック ジン＋ライム＋ジンジャーエール

ラムバック ラム＋ライム＋ジンジャーエール

テキーラバック テキーラ＋ライム＋ジンジャーエール

モスコミュール ウォッカ＋ライム＋ジンジャーエール

ダイキリ ラム＋ライム＋シロップ

バカルディー ラム＋ライム＋グレナデンシロップ

マンハッタン ウイスキー＋スゥイートベルモット＋ビター＋チェリー

ソルクバーノ ラム＋グレープフルーツ＋トニック

スプモーニ カンパリ＋グレープフルーツ＋トニック

ソルティードッグ ウォッカ＋グレープフルーツ＋スノースタイル

パリジャン ジン＋ドライベルモット＋カシス

パラダイス ジン＋アプリコット＋オレンジ

ネグローニ ジン＋カンパリ＋ベルモット

マティーニ ジン＋ドライベルモット＋オリーブ

バレンシア アプリコット＋オレンジ＋ビター

ビトウィーンザシーツ ブランデー＋ラム＋キュラソー＋レモン

マルガリータ テキーラ＋ホワイトキュラソー＋レモン＋スノースタイル

ホールインワン ウイスキー＋ドライベルモット＋レモン＋オレンジ

ジンフィズ ジン＋レモン＋シロップ＋ソーダ

ブロンクス ジン＋ホワイトベルモット＋スゥイートベルモット＋オレンジ

ツァーリーヌ ウォッカ＋ホワイトベルモット＋アプリコット＋ビター

ネバダ ラム＋ライム＋グレープフルーツ＋シロップ＋ビター

雪国 ウォッカ＋ホワイトキュラソー＋ライム＋スノースタイル＋チェリー

タンゴ ジン＋ドライベルモット＋スゥイートベルモット＋ホワイトキュラソー＋オレンジ

スコーピオン ラム＋ブランデー＋ライム＋レモン＋オレンジ＋チェリー
ロングアイランドアイスティー ジン＋ウォッカ＋ラム＋テキーラ＋ホワイトキュラソー＋レモン＋コーラ
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