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株式会社 MAGES. (東京都港区、代表取締役会長:志倉千代丸、代表取締役社長:本荘健吾)は、社のゲ

ーム事業初の学習・教育系ソフトとなる Nintendo Switch™用ソフト「宮本算数教室 賢くなるパズル 

大全」を 2021 年 9 月 30 日に発売することを決定し、本日 6 月 30 日より全国ゲーム取扱いショッ
プ、及びウェブサイトにて、予約受付を開始しました。なお、英語版（ダウンロード版のみ）も世界同

時発売となります。 
あわせて、ゲームの紹介やパズルの練習問題を掲載した公式サイト（http://mages-

study.com/miyamoto/ ）を公開し、Nintendo Switch™ Lite 本体やソフトが抽選で当たる Twitter キ
ャンペーンも株式会社 MAGES.公式 Twitter アカウント（@ PR_MAGES）にて開始しましたので、お
知らせします。 

 

 Nintendo Switch™用ソフト「宮本算数教室 賢くなるパズル 大全」とは          

楽力を伸ばすと学力になる～楽しく解いて学力アップ～ 
シリーズ累計 270 万部を突破した大ヒット教材が、 

「大全」となってゲームソフト化！ 

子供から大人まで楽しみながら学習できる、 

全 3000 問収録の算数パズル。 
 
累計 100 万本を突破した「STEINS;GATE」シリーズなど、アドベンチャー
ゲームを次々発表する一方で、スクール事業も手掛けている MAGES.。今回、
『手軽に楽しく学べる＜楽習ソフト＞の創造』をコンセプトに、ゲーム事業
として新たに、学習・教育系ソフトを発売します。 
 
その第一弾となるのが、Nintendo Switch™版「宮本算数教室 賢くなるパズ
ル 大全」です。首都圏最難関中学校への高い進学率を誇る「宮本算数教室」
の教材をまとめた書籍「宮本算数教室の教材 賢くなるパズル」（学研プラス）
をゲームソフト化したものです。 
 
本ゲームは、「宮本算数教室の教材 賢くなるパズル」に収録されたパズルに
加え、「読売新聞」や「東京出版」学習雑誌の連載で掲載されたパズルなど、
過去に発売されたニンテンドーDS 版以降に宮本先生が新たに制作した問題
も収録。全 3000 問という、まさに決定版と言える内容となっています。 
 
義務教育中の小中学生から頭の体操をしたい大人まで、くり返し遊べる算数
パズルゲームを、是非お楽しみください。 
 

《MAGES.》が初となる学習・教育系ソフトを発売 
《シリーズ累計 270 万部》学研プラス 大ヒット教材のゲーム化 

Nintendo Switch™用ソフト 

「宮本算数教室 賢くなるパズル 大全」 
9 月 30 日発売決定！ 

練習問題を掲載した公式サイトがオープン、 

予約受付＆本体やソフトが当たる Twitter キャンペーンも開始 

http://mages-study.com/miyamoto/
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【賢くなるパズルとは】 
「宮本算数教室の教材 賢くなるパズル」（学研プラス）は、宮本算数教室
の小学 3 年生用の教材を書籍化したものです。「賢くなる算数」「賢くなる
たんていパズル」を含めたシリーズでの累計は 270 万部を突破していま
す。 
パズルを解くことで「思考力・計算力」「集中力」「粘り強さ」が身に付き、
楽しみながら学習出来る内容で話題を集めています。 
 
また、2008 年には初の家庭用ゲームがニンテンドーDS にて発売となり、
2012 年には復活を求める声にこたえて再販売されるほどの人気を博し
ました。 
 

【宮本哲也先生プロフィール】 
宮本算数教室主宰 
21 歳のとき塾業界に足を踏み入れ、今も「日々、自己ベスト更新！」を継続中。 
千代田区内の教室で小 1 から小 6 対象に授業を行っている。 
 
著書はシリーズ累計 270 万部を突破した『賢くなるパズル』『賢くなる算数』『賢
くなるたんていパズル』（学研プラス）をはじめ、『算数と国語を同時に伸ばすパズ
ル』（小学館）シリーズ、『強育論』（ディスカヴァー）などヒット多数。また、『賢
くなるパズル』の外国版である『KEN-KEN』シリーズは、世界各国で翻訳・出版、
ミリオンセラーを記録。2021 年 6 月に、『宮本算数教室の賢くなる絵本 ににんが
し！』(学研プラス)を発売。 
テレビ出演歴は「情熱大陸」（TBS）、「たけしの新教育白書」（フジテレビ)、「未来
シアター」（日本テレビ）、「全力教室」（フジテレビ）、「THE 名門校」(BS テレビ
東京）など。 
 

 ゲーム紹介                                       

 

■Nintendo Switch™版の特色 
 
・直感的な操作性 
すべての操作はタッチスクリーンのみでプレイ
可能！ 
直感的かつ手軽に算数パズルを楽しむことがで
きます。 
※Joy-Con(L)/Joy-Con(R)でも操作可能です。 
 
・便利なメモ機能 
① 試し書き：各マスに候補数字を試し書きでき
ます。 
② 手書きメモ：ノート感覚で、自由にメモを残
すことができます。 
 
・選べるパズルフレーム 
パズルを解く際のパズルフレームは、2 種類から
選択可能です。 
① ポップで楽しいデザインのパズルフレーム 
② シンプルでわかりやすいマス目デザインのパ

ズルフレーム 

練習問題も掲載中！ゲーム公式サイト 
http://mages-study.com/miyamoto/  
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・選べる BGM 
ゲームの BGM は、気分に合わせて選べる 65 曲。聞き覚えがあるあの曲も…？ 
 

■遊べるモードは２つ 
 
・毎日 1 問 
1 日 1 問、1 回だけスコア付きパズルに挑戦でき
るモードです。 
1 か月間のトータルポイントに応じて賞状もゲッ
トできます。 
高得点を目指して、日々チャレンジし続けましょ
う。 
 
・いつでもレッスン 
いつでも好きなだけパズルで遊ぶことができるモ
ードです。 
パズルは、「たし算」「たし算/ひき算」「かけ算」「か
け算/わり算」「四則」の全 5 種類。 
少しずつ難しくなっていくパズルにチャレンジし
続けましょう。 

 

 Twitte キャンペーン情報                                        

 

 
本日 6 月 30 日より、Nintendo Switch™ Lite 本体やソフトが抽選で当たる Twitter プレゼントキャンペ
ーンを、株式会社 MAGES.公式 Twitter アカウント（@PR_MAGES）にて開始しました。 
パズルを解いて、“賢くなる”ソフトをゲットしましょう！ 
 
【景品】 
Nintendo Switch™ Lite 本体＋Nintendo Switch™用ソフト「宮本算数教室 賢くなるパズル 大全」：1 名
様 

仮画像です 



Nintendo Switch™用ソフト「宮本算数教室 賢くなるパズル 大全」：2 名様 
※Nintendo Switch™ Lite の色はお選びいただけません。 
 
【応募方法】 
① 株式会社 MAGES.公式 Twitter アカウント（@ PR_MAGES）をフォロー 
② キャンペーンツイートを引用ＲＴして「？」に入る数字をツイート 
 
【応募期間】 
2021 年 6 月 30 日（水）～7 月 21 日（水）23：59 
【注意事項】 
※パズルの解き方は、公式サイトやキャンペーンツイートをご参照ください。 
※当選者には応募期間終了後、Twitter の DM にてご連絡します。 
※当選者よりいただいた個人情報は、プレゼントの発送以外には使用しません。 

 

 商品情報                                        

 
タイトル：宮本算数教室 賢くなるパズル 大全 
ジャンル：教育、パズル 
機種：Nintendo Switch™ / Nintendo Switch™ Lite 
発売日：2021 年 9 月 30 日 
価格： 
 通常版：3,800 円（税抜）／4,180 円（税込） 
 ダウンロード版 ：3,300 円（税込） 
CERO：A 
プレイ人数：1 人 
発売元：MAGES. 
公式サイト URL：https://mages-study.com/miyamoto/   
メーカー公式 Twitter：@5pbgames 
コピーライト：©2021 Tetsuya Miyamoto / Gakken / MAGES. 
※本ソフトは本体を縦方向にして遊ぶ仕様のため、TV モードではプレイいただけません。 
※画面は開発中のものです。 
※「賢くなるパズル」は学研ホールディングスの登録商標です。 
※Nintendo Switch™のロゴ・Nintendo Switch™は任天堂の登録商標です。 

 特典情報                                      

 
《先着購入特典》 
オリジナルタッチペン（タイトルロゴ入り） 
※一般店舗（アマゾン・楽天ブックス以外）はピンク色のタッチペンになり
ます。 
※アマゾンはシルバー色のタッチペンになります。 
※楽天ブックスはグレー色のタッチペンなります。 
《店舗オリジナル特典》 
アマゾン：組み立て式スタンド（アマゾン限定カラー） 
ローソン・HMV：組み立て式スタンド（ローソン・HMV 限定カラー） 
 
 
《ご注意》 
※特典は数量に限りがございます。無くなり次第終了となりますのでご予約をお勧めいたします。 
※特典の有無は購入予定の店舗にて必ずご確認ください。 
※特典は、ご購入いただいた店舗にて商品お引き渡し時にお渡しいたします。 
※特典に関してのご不明点、詳細につきましては購入予定の店舗へ直接お問い合わせください。 
※画像はすべてイメージです。実際のものとは異なる場合がございます。 
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報道関係の皆様からのお問い合わせ先 

株式会社 MAGES. 
〒108-0073 東京都港区三田 3-13-16 三田 43MT ビル 6F 

広報宣伝担当：IP ビジネス本部  
右記 メールフォームよりお問い合わせください http://5pb.jp/games/contact 


