2017 年 4 月 3 日

「こねて、焼いて、切って、揚げて…！」本物みたいなクッキング遊び！

「クッキンぷっちん」 シリーズ
2017 年 4 月 29 日（土）発売

“超リアルなぷちフード”が作れる新女児ホビー
株式会社バンダイ（代表取締役社長：川口勝、本社：東京都台東区）は、お子さまが本物みたいなクッキング
遊びをしながら本物そっくりのぷちフードを作れる女児ホビー商品「クッキンぷっちん」シリーズを 2017 年 4 月
29 日（土）に発売します。第 1 弾は、ぷちハンバーガーセットが作れる『クッキンぷっちん ハンバーガーショップ』
（4,860 円・税 8％込/4,500 円・税抜）や、ぷちクッキーが作れる『クッキンぷっちん もっと遊べる！クッキーセット』
（1,782 円・税 8%込/1,650 円・税抜）など 4 点（詳細次頁）を発売します。
シリーズの対象年齢は 8 歳以上、メインターゲットは 8～12 歳の女児で、主な販売ルートは全国の玩具店、
百貨店・家電店・量販店の玩具売場、雑貨店、インターネット通販などです。
「クッキンぷっちん」シリーズは、専用の生地をこねて、食品の凹凸などを再現したリアルな型を使って型抜きをし、
本物そっくりのぷちフードを作ることができる商品です。仕上げにデコレーションなどのアレンジを加えたり、専用の液
で揚げ物遊びができたりと、お子さまが大好きなハンバーガー屋さんやパティシエなどの気分を味わうことができま
す。また、使用する生地は、国内で製造した食品衛生法の定める玩具基準に適合した素材で、作る際にも本物の火
や油を一切使用しないので、お子さまにも安心してクッキング遊びをお楽しみいただけます（※食用ではありません）。
作った作品は、3～7 日で固まり保存できるため、作った後もごっこ遊びや飾って楽しむことができます。本シリーズは
今後、さまざまなリアルぷちフードを作れるセットを続々商品化予定です。
なお、本シリーズをはじめとしたバンダイ女児ホビーカテゴリーのプロモーションには、双子ダンスで人気の
モデルりかりこさんを起用します。（詳細 4 頁）

▲作り方イメージ▲

「クッキンぷっちん」シリーズ
第 1 弾ラインアップ：1,782 円～・税 8%込/1,650 円～・税抜、2017 年 4 月 29 日（土）発売
※画像右は『クッキンぷっちん ハンバーガーショップ』（4 月 29 日(土)発売、4,860 円・税 8%込/4,500 円・税抜）
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第 1 弾 商品ラインアップ
●『クッキンぷっちん ハンバーガーショップ』 4 月 29 日(土)発売、4,860 円・税 8%込/4,500 円・税抜
切って、焼いて、揚げて、盛りつけて・・・リアルなぷちハンバーガーセットが作れます。
【作れるもの】ハンバーガー（6 種）、ポテト（2 セット）、チキンナゲット（1 セット）
商品名

セット
内容

クッキンぷっちん ハンバーガーショップ
オーブン、くまパンの型（上下１セット）、焼
き色の素、焼き色用スポンジ、トング、伸
ばし棒、計量スプーン、クリップ（4 個）、ス
ケッパー、油切り、トレイ（2 個）、お皿、グラ
ス、グラスに入れるドリンクパーツ、フライ
ヤー、具材型、プレーン生地（4 個）、ブラ
ウン生地、グリーン生地、イエロー生地、
あげもののこな（2 袋）、あぶらのこな（2
袋）、ふっくらのこな（2 袋）、ポテトケース（2
個）、ナゲットボックス、収納ボックス、トレ
イシート（2 枚）、バーガー包み紙（4 枚）、プ
レイシート、作品を乾かすシート、ジッパー
付きビニール袋、シール

ハンバーガーできあがりサイズ H 約 32mm×W 約 37mm

【ハンバーガーの作り方(一例)】

①生地をこねる
【ポテトの作り方】

①ポテトを切る

②パンを焼く※

②焼き色をつける

③具材をつくる

⑤盛りつける

⑥完成！

（少し膨らみます）

②油で揚げる※ ③トングで取り出す

④完成！

※オーブン・油は疑似のもので、本物では
ございません。電源・熱は使わずに、焼
いたり揚げたりする雰囲気を楽しむこと
ができます。

（泡が出て浮いてきます）

●『クッキンぷっちん もっと遊べる！クッキーセット』 4 月 29 日(土)発売/1,782 円・税 8%込/1,650 円・税抜
生地をこねて、伸ばして、型抜きして、焼いて・・・全部で 4 種類のリアルなぷちクッキーが作れます。
※本商品で遊ぶには「ハンバーガーショップ」か「ドーナツショップ」（6 月下旬発売予定）に含まれる一部の道具が必要です。

【作れるもの】人形クッキー、チェッククッキー、スクエアクッキー、ストライプクッキー（合計約 55 個）

商品名

セット
内容

クッキンぷっちん もっと遊べる！
クッキーセット
スクエアクッキー型、スクエアスタンプ、
人形クッキー型、人形スタンプ、ストラ
イプ＆チェッククッキー型、オーブントレ
イ、クッキーBOX、ペーパートレイ、ミニ
計量スプーン、ミニスケッパー、伸ばし
棒キャップ（2 個）、ジッパー付きビニー
ル袋、プレーン生地、ブラウン生地、
ふっくらのこな

クッキーできあがりサイズ H 約 17mm×W 約 13mm
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●『クッキンぷっちん もっと遊べる!ホットスナックセット』 4 月 29 日(土)発売/1,782 円・税 8%込/1,650 円・税抜
型に入れる、油で揚げる、油を切る・・・全部で 6 種類のリアルなぷちホットスナックが作れます。
※本商品で遊ぶには「ハンバーガーショップ」か「ドーナツショップ」（6 月下旬発売予定）に含まれる一部の道具が必要です。

【作れるもの】フライドチキン、コロッケ、ポテト、オニオンリング、ワッフルポテト、星ポテト（合計約 35 個）
商品名

セット
内容

クッキンぷっちん もっと遊べる！
ホットスナックセット
ホットスナック型、コロッケ袋、ホットスナック
ケース、ポテトケース、フライドチキンの持ち
手紙（2 枚）、ジッパー付きビニール袋（2
個）、プレーン生地（2 個）、あぶらのこな（2
個）、あげもののこな（2 個）

●『クッキンぷっちん 生地＆こなセット』 4 月 29 日(土)発売/1,782 円・税 8%込/1,650 円・税抜
もっと作りたい人に向けた、どのシリーズにも使える「クッキンぷっちん」シリーズ専用生地＆こなの素材セットです。
【作れるもの】ハンバーガーなら約 4 個、ドーナツなら約 9 個
商品名
セット
内容

クッキンぷっちん 生地＆こなセット
プレーン生地（2 個）、ブラウン生地、グリーン
生地、イエロー生地、あげもののこな（3 袋）、
あぶらのこな（3 袋）、ふっくらのこな（2 袋）、
ジッパー付きビニール袋

第 2 弾 商品ラインアップ
●『クッキンぷっちん ドーナツショップ』
6 月下旬発売予定/3,996 円・税 8%込/3,700 円・税抜
こねて、型に入れて、揚げて、デコレーション！
本物そっくりのぷちドーナツが作れます。
【作れるもの】10 種のドーナツと 2 種のチュロス（合計約 12 個）

●『クッキンぷっちん デコソース＆ビーズセット』
6 月下旬発売予定/1,404 円・税 8%込/1,300 円・税抜
もっと楽しくデコレーションを楽しみたい人に向けた「クッキン
ぷっちん」シリーズ専用デコソース＆ビーズの素材セットです。

●『クッキンぷっちん ショーケース』
6 月下旬発売予定/3,240 円・税 8%込/3,000 円・税抜
クッキンぷっちんの作品が飾れるショーケースと、お店やさん
気分が味わえる BOX やシートのセットです。
※作品例はセット内容に含まれません。
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バンダイ女児ホビーシリーズのイメージモデルに人気双子モデルを起用！
「クッキンぷっちん」シリーズをはじめとするバンダイの女児ホビーカテゴリーのイメージモデルとして、ソー
シャルメディアなどで配信している「双子ダンス」が女子小中学生に大人気の双子モデル「りかりこ」さんを起用
します。
今後、ターゲットの女児に向けて「作る楽しさ」をアピールする“テレビ CM”や、人気少女漫画誌「りぼ
ん」
（集英社）では、2 人がバンダイの女児ホビーシリーズのイメージモデルとして活躍するドキュメンタリー
マンガを掲載するなど、各種プロモーションを実施してバンダイの女児ホビーを盛り上げていきます。

「りかりこ」とは
ソーシャルメディアや動画配信サイトで活躍する、2000 年生ま
れの双子モデル。

写真左：市野莉佳（いちのりか）
写真右：市野莉子（いちのりこ）

りぼん 6 月号から連載予定のマンガに
登場するふたりのイラスト

クッキンぷっちん公式ホームページ：http://girls.channel.or.jp/cookinputchin/

バンダイホームページ：http://www.bandai.co.jp/

※本プレスリリースは 2017 年 4 月 3 日のものであり、予告なく変更する場合があります
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