デジタルなゲームと違って、アナログゲームには「目の前にいる人と楽しく過ごす、
そのためにはルールを守る」という教育的側面があります。
でも何より大切なのは、子どもも大人もめいっぱい楽しむこと。運で勝ち負けが決
まるシンプルなものから、だんだんと記憶力、反射神経、推理力、ひらめき、駆け引き
と内容も深まっていきます。いろんな力を駆使しながら勝ちを目指すその楽しさを、
ぜひ味わってください。
No.10

沢 山 の絵 カー ドを
使って「色」や「数」
に 親しむ だけ でも
充分。絵あわせや物
語 作りな どで 一緒
に 楽 しめ る こ とか

👥２～４人

👥２～４人 ⏰１０分

木製の絵合わせゲーム。「これなぁ
に？」
「ワンワン！」のよう易しい言
葉遊びから始められます。

大きなくまのペアカード。まずは同
じもの探しから。12 組 24 枚と数も
少なめで遊びやすい。

順 番さえ守 れば
出来るよう な簡
単 な ゲーム を試
してみよう。
「運」
で勝負が決 まる
ものがおす すめ
です。

キンダーメモリー ￥1650

👥２～４人 ⏰１０分
メモリー遊びの決定版！シンプル
で飽きのこない絵使いで、お話並べ
やしりとりなど何通りにも遊べる。

記憶力や反射神経な
ど「実力」で勝負が
決まるものを少し試
してみよう。
一喜一憂しながらど
んなゲームを面白が
るかさりげなくチェ
ック。

クイップス ￥3960

テンポかたつむり ￥2860

👥２～４人 ⏰１０分

👥２～６人 ⏰１０分

沢山の色チップに絵ボードの組み合わせ
で、ひとり遊びも楽しめる。色サイコロ、
数サイコロを使ってゲームもできる。

\1540 👥２～５人
順番にめくったヘビカードの
同じ色をつなげるだけ。
3 才児
から 1 年生まで人気絶大！

クラウン

バルーンズ \1540
(顔なし/顔あり)

👥２～５人 ⏰１０分
３才ゲーム入門編の定番。いろん
な理 由で風船が 割れてい きます
が、お母さんカードが出ると…

にわとりのおいかけっこ
\5940

👥２～4 人⏰15 分

こぼれ落ちる宝石の色を予想し
て、宝石を集めるゲーム。ドラゴ
ンが登場し、やさしいルールが人
気の秘密♪

うさぎのニーノ

\4180

\1650

うさぎをたくさん逃がしてあげた人
が勝ち。商品の箱でそのまま遊べる
ボードゲーム入門編。

\5280

絵本のミッケ！のようなすごろく。色
んなお部屋を通って屋根裏を目指し、
星の出目が出たら指定された絵柄の
マスへ幸か不幸かワープ！

スティッキー
\3300 👥２～４人

👥２～６人

魚チームと漁師チームに分か いつ、どこで、誰が、何人でやっ
れて川下り競争。協力プレイも ても面白いバランスゲームの王
でき、年齢差問わず楽しめる。 者！倒れるか、倒れないかハラハ
ラ感がたまらない。

👥２～4 人⏰25 分

多くのチーズを集めたねずみが勝
ち。でも欲張ってると後ろからねこ
がやって来て…！運と判断力が、
ほどよく合わさって面白い。

リングディング \3300

👥２～6 人 ⏰10 分
カードの絵柄通りに指輪を何本
もはめて、出来たらチン！どの指
に何色をはめて… ゆっくりとや
れば小さい子でも楽しめる。

いろがごちゃまぜ \1540

👥２～8 人 ⏰15 分
たくさんの同じような絵柄の中
から、全く同じ絵を見つけよう。
単純だけど難しくて盛り上がる
注意力ゲーム。

👥２～4 人⏰15 分

にわとり達がグルグル追いかけ
っこ。早く逃げたくても神経衰弱
を成功させないと 1 歩も動けな
ーい！記憶力ゲームの傑作。

レシピ \1320
(全９種あり)

おばけキャッチジュニア
\2000

👥２～6 人

👥２～４人 ⏰１０分

⏰１5 分
4 歳頃～

国産の大ヒット食育ゲーム。お題の
料理に必要な食材をより早く集め
ていくカワイイけど高度なゲーム。
メモリーやカルタ遊びもおすすめ。

簡単な計算など数
字を使ったものや

スピードカップス \3300

窓ふき職人 \2420

👥２～４人 ⏰1５分

👥２～６人 ⏰1５分

お題通りに 5 色のカップを
並べたり積み上げたり！
｢チン｣とベルを鳴らすハリ
ガリシリーズのヒット作。

大小様々色んな窓の中からたった
１つの指示された窓を早くみつけ
よう。単純なのに盛り上がる認識競
争ゲームのオススメ版。

ナンジャモンジャ \1430

👥２～８人 ⏰２０分

(ミドリとシロあり)

4 目並べ \2640

👥２人 ⏰10 分
たて・よこ・ななめのどれでも
１つ自分の色で４つ揃えたら勝
ち。大きなサイズで遊びやすい。

アブザックが日本語版に
リニューアル↓
。

おばけキャッチ \1800

判断力、駆け引き
が試される大人も
本気で楽しめるゲ

テンポフィッシュ

👥２～５人 ⏰10~15 分

ねことねずみの大レース

屋根裏を目指そう！
\3740 👥２～4 人⏰2０分

\2750

やさしいすごろく。色サイコロを振って
かたつむりが競争。とても遊びやすくて
おすすめ。作者は有名なゲーム作家。

\1650

ピエロの背くらべゲーム。アン
バランスな体型のピエロが出
来て、笑える面白さ！

きらめく財宝

サボテンバランス ￥4180
「つまんで差す」という小さい子の好き
な遊びをオシャレなバランスゲームに仕
立ててあり、お部屋のインテリアにも。
子どものありえない差し方が楽しい。

レインボースネーク

👥２～６人

親子や子供同士で
色々なゲームが楽し
めるようになりま
す。ちょっとした思
考力や駆け引きが試
されるものもおすす
めです。

👥２～6 人 ⏰１5 分
変なキャラクターに変な名前
をつけていくアイディアに脱
帽！見ているだけでも面白い。

単純かつ難しい反射神経ゲーム
の秀作！続編も続々登場。

ハリガリ(日本語版) \2860
魔法のコマ \1500

👥２～８人 ⏰1０分
回るコマの絵を予想して沢山の絵
柄から早く見つけよう。コマ回し
も楽しい早いもの認識ゲーム。

トータスメダル \1485

ワードバスケット \1500

👥２～4 人 ⏰5 分

神経衰弱と足し算が１つになっ
たゲーム。ぴったり「10」にな
ればカード獲得。

👥２～8 人 ⏰１０分

ハゲタカのえじき \1500
｢せ～ので｣で手札から 1 枚出し
て得点カードを競り合うゲー
ム。駆け引きが楽しい。

👥２人

自分の色のラインで円を作るか８列以上のラインを
つなげたら勝ち。シンプルで奥深い戦略対戦ゲーム。

ゆかいなふくろ \1500

👥２～５人 ⏰1５分
｢3｣のカードは３枚、｢7｣なら７
枚を 作れたらカ ードがもら え
る。計算を習わなくても数字で
遊べる！

ゴブレットゴブラーズ \2750

👥２人 ⏰10～20 分
三目並べの超進化型対戦ゲーム。
大中小の駒を被せたり外したり
奥深い戦略が楽しめる♪

👥２～7 人 ⏰１5 分

👥２～6 人 ⏰１5 分

\2200

👥２～６人 ⏰1５分
ベル早押し｢チン｣ゲームの元祖
同じ果物はいつも足し算。｢５｣
が出来たら素早くチン！めくる
時の緊張感がたまらない。

ノイ \1760

しりとりを早く作った人が 足し算をしていって｢101｣を超え
勝ち。ハンデをつけて年齢差 たら負け。ここ一番で切り札カー
問わず楽しめるのも魅力。 ドを上手に使えるかがポイント。

在庫
限り

トラックス

キンダーリープちゃんねるで遊び方動画配信中

オンラインショップで購入できます

ペアカード ￥4620
テディメモリー ￥1980

ら初めてみよう。

ームに挑戦しよ
う。

店長

ペンギンパーティー \1540

デジット \1650

👥２～6 人 ⏰１5 分

👥２～４人 ⏰１5 分

ペンギンカードをピラミッド
型に並べよう。よく考えて出さ
ないとドボン！大人にも人気。

👥1~5 人⏰１5 分
大人気ダイスゲームが戻ってきました！ダイスをステージに投げ入
れて同じ目が出ればゲット！どこでやめるかはその人次第。ダイスが
無くなれば負け。

ストライク \2750

ガイスター \2800

👥２人 ⏰10～20 分

手札の図形通りに 5 本の棒の
良いオバケ、悪いオバケを取った
内、１本だけを動かして図形を
り取られたり！駆け引きと戦略
作る、創造とひらめきのゲーム。
が楽しい対戦型ゲームの名作。

※商品価格は変更になる場合がございます。予めご了承ください。
★2022 年 3 月現在価格(消費税 10％込み)

ゲームのカードやパーツ類、説明書が見つからない場合は、
お気軽にお問合せください。

果樹園ゲーム ￥7480

👥１～８人

はじめてゲーム・果樹園 \4620

👥１～４人 ⏰１０分
ゲームデビューにおすすめ！右記果樹園ゲームの簡易版で
ルールは同じ。色がわかってきた頃に試してみると面白い。

サイコロを振って出た色の果物を
収穫しよう。カラスのパズルが完成
する前に、協力して全部収穫できた
らみんなの勝ち。

おたる本店 ※団体様はおたる本店にお問い合わせください
〒047-0015 北海道小樽市住吉町 4-4
水・木は
TEL/FAX 0134-24-1031
10：00～18：00 定休日 火・水・木(祝日営業) お問合せ応対
いたします
マルヤマクラス店

かえるさんジャンプ ￥1078

👥１人～ (4 色 各４個)
かえるのお尻を指ではじいてジャンプ！
バケツ入れゲームは子どもも大人も白熱
する面白さ。

〒064-0801 北海道札幌市中央区南 1 条西 27 丁目 1-1
マルヤマクラス２F (地下鉄円山公園駅直結)

TEL/FAX 011-827-1600
10：00～20：00 定休日 なし
両店舗共通
E-mail mail.2003@kinderlieb.info
オンラインショップ

キンダーリープちゃんねる
で遊び方動画配信中

で購入できます
よくみてごらん!?
\1540

クラック！ \3300

👥２～6 人 ⏰１０分
二つのサイコロの示す色と形のコマを片手で
一斉に取り合う白熱ゲーム。マグネット仕掛け
のコマがカチカチ音を立てて積み上がる♪

ココタキ ￥1540

👥２～６人

表、裏でちょっと絵柄が違うカー
ドをよ～く覚えたら、目をつぶっ
て 1 枚ウラ返し！どのカードの何
が変わったかわかるかな？

キンダーリープ

ハリガリ・ジュニア \3080

👥２～10 人 ⏰１５分
｢ウノ｣をやさしく遊べるゲーム。カ
ードを出すときは動物の鳴き真似
をしよう。ただし、赤のニワトリだ
けは…！

👥２～４人
ハリガリシリーズ入門編。順番に
めくったピエロカードの顔が一
致したらチン！引っ掛けもある
から注意しよう。

ゲーム・ワニに乗る
ゴーゴージェラート

恐竜メモリー \1980

\3960

👥２～４人 ⏰15 分

👥２～8 人 ⏰１０分
恐竜や古代生物の神経衰弱カードゲーム。
絵合わせができるポスター付き♪

ユニークなオーダーのアイス
を競争して作ろう！ただし、触
っていいのはコーンだけ。速さ
と丁寧さが求められるアクシ
ョンゲーム。

キャプテン・リノ \1760

カルバジュニア
\3960 👥１～４人

\3960

👥２～５人 ⏰５～１５分
ドブル・キッズ

カルバ島に漂着した 3 人の冒険者たち
を協力して宝物まで導こう。海賊船よ
りも早く宝物をゲットできるかな⁉

￥1760

👥２～５人 ⏰10 分
2 枚の絵カードを見比べて、同
じ絵を１つだけ見つけよう。
5 通りの遊び方があり、携帯用
にもおすすめ。

カードで遊ぶバランスゲーム。
高層マンションをのぼるキャ
プテン・リノの任務を手伝って
あげよう！

👥２～４人

サイコロを振って指示通り、ワニ
の背中に動物達をそぉ～っと積み
上げる、ちょっとオシャレなバラ
ンスゲーム。

子やぎのかくれんぼ
\2860 👥2～４人

ソックスモンスター \2860

七匹の子やぎをもとにした、おすす
め記憶力ゲーム。難易度を調整でき
るのも魅力。

👥2～6 人

見分けが難しい靴下の山からペアをいち早
く見つけだそう！ご褒美は洗濯ばさみ♪

魔法のラビリンス \6000

👥２～4 人⏰20～30 分
パープレクサス

👥２～４人 ⏰15 分

見えない壁がある迷宮でお宝探し。
記憶力と運が勝負の分かれ目！ゲー
ムボードの仕掛けも面白い。

👥１人

易 ルーキー \2948
↓ オリジナル \3124
難 エピック \3740

カヤナック \6380
氷にプスっと穴を開けて魚釣り
競争！釣り場を変えたり、邪魔し
たり、戦略性と運が試される。

透明な球体の中に３D 迷路が‼
玉を脱線させないように慎重
に回してゴールを目指そう。

ドクターエウレカ \3960

👥２～４人 ⏰1５分

ヒューゴ \3200

試験管の中の劇薬には手を触れ
ずに両手で玉を移し替えて指示
通りに調合しよう。さぁ大変‼
でも見ている人は面白い。

ウボンゴ

￥4356

👥１～４人 ⏰25 分
パズルゲームの決定盤‼
問題シートにパズルをはめ込む
競争ゲーム。実力差がある時に
ハンデをつけやすいのも魅力♪

ラマ \1500

👥２～６人 ⏰20 分
残ったカードがマイナス点。
攻めるか降りるか程よいジレ
ンマが楽しい♪当店では中級
向けイチ押しゲーム！

👥２～８人 ⏰３０分
迫りくるオバケから逃げる戦略
的すごろくゲーム。各部屋に逃
げ込むタイミングが大事。

カーレース \3520

👥２～6 人 ⏰15 分
どの順番で進むと早いかな⁉６
個の色サイコロを振る白熱すご
ろくレース‼大逆転もあって最
後までわからない♪

おばけキャッチダイス \2400 ▶

👥２～８人 ⏰20 分

👥１～４人 ⏰20～30 分
迷路を動かして宝物を目指
そう。先読みと運の要素がう
まくマッチした名作。

犯人は踊る \1320

👥３～8 人 ⏰10～20 分
やり取りされるカードの｢役｣に
従って、犯人カードを持ってい
る人を当てよう。犯人すら入れ
替わっていくのが面白い。

スコットランドヤード \4950

👥２～６人 ⏰４５分
ロンドンの街を逃亡する怪盗Ｘ。怪
盗Ｘが使う交通機関をヒントに刑事
達は捜査線を張って逮捕を狙う！

ボブジテン \1980
(全４種類)

👥３～８人

日本語が大好きなボブになりき
り、カタカナ語をカタカナ語を
使わずに説明しよう。ボブが何
を説明しているかわかるかな？

👥3～5 人

相手に質問をして 1~4 までの同じ
シンボルのカードを集めたら勝ち。
グリム童話の絵が美しいのも魅力。

ごきぶりポーカー \1800
ラビリンス \4400

カルテットグリム ￥495
（子どもの生活編もあり）

人気のおばけキャッチシリーズ最
新作!!カードではなく、ダイスの出
目を見てキャッチ！上級者向け。

👥２～６人 ⏰20 分
イヤ～な感じの８種類の生物
カードを裏返して押し付け合おう。
相手のウソを見抜けるかが勝敗を
決める！

ワードスナイパー \1680
(キッズ/スタンダード/イマジン)

👥２～6 人

めくられたカードのひらがなから
始まる、お題に合う言葉をいち早く
言うゲーム。

2022 年 3 月現在価格(消費税 10％込み)

ラミィキューブ \3960

👥２～４人 ⏰２０分
数字が描かれた手持ちのタイルを
早くなくした人が勝ち。パズルを
解くように場に出していく頭脳派
ゲーム。

ブロックス \3080

👥２～４人 ⏰20～30 分
シンプルにして美しい陣取りゲ
ーム。色んな形のピースの角と角
をつなげて領土を広げよう。

ニムト \1500

👥２～10 人⏰３０分
七並べのように数字カードを並
べていこう。ただし、6 番目のカ
ードを出すとペナルティに。

ナインタイル \2420

👥２～４人 ⏰１５分
お題通りに誰よりも早くカードを
並べるだけ。シンプルだけど白熱
する店長おすすめゲーム！

※商品価格は変更になる場合がございます。予めご了承ください。

