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ゲーム説明書 •  Instructions

Children learn about the world 
through play. HABA makes it easy for 
them with games and toys which arouse
curiosity, with imaginative furniture, 
delightful accessories, jewelry, gifts and 
much more. HABA encourages big ideas 
for our diminutive explorers.

         子供達は遊びながら世界を理解し
ます。 HABAは好奇心をくすぐるおも
ちゃやゲーム、ファンタジーに溢れた
家具、楽しいアクセサリーやギフトに
よって子供達の成長をサポートしてい
ます。HABAは小さな探検家の素晴らし
いアイディアを応援しています。

        

マイファーストゲーム
妖精トリオ

My Very First Games - Pixis‘ Trio
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マイファーストゲーム
妖精トリオ

１～３人のための可愛いコネクトゲーム。２歳から。

製作：          Haru Bartel
デザイン：  Evelyn Kopp, Susanne Krinke
所要時間： 約１０分

保護者の皆様へ：
ゲームに含まれるブロックは小さな子供の手で握りやすいよう大きめに作ら
れており、運動機能の発達を促します。妖精のブロックはフリープレイとしても 
遊べ、積み重ねて遊ぶことで手先の器用さを育みます。また3つのサイコロを
使ったルールで遊ぶことにより、子供が体験する最初のゲームになるでしょう。 
ゲームで遊ぶ際には妖精やおとぎ話、ブロックの色などについてお話しをして
あげてください。それにより子供の言語力、聴覚を刺激すると同時に遊ぶこと
に喜 びを感じてくれるようになるでしょう。

子供のための発明家より
真心を込めて

内容物
妖精さんのズボン　３個
妖精さんのあたま　３個
妖精さんのぼうし　３個
ゲームボード　３枚（両面仕様）
長いサイコロ「雲」　１個
長いサイコロ「妖精さん」　１個
ルールブック　１冊
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遊び方
時計回りの順番で進めます。もっとも小さい子から始めてください。もしそれで決められな
い場合は、一番年下の人から始めてください。自分の番になったら、サイコロを振ります。

長いサイコロで何が出た？

・ ズボン？あたま？それともぼうし？
すばらしいです！もし、サイコロで出たパーツと同じ形のマスにまだ何も置かれていな
いのならば、そのパーツを取ってマスの上に置いてください。もし既に同じ形のマスに
パーツが置かれていた場合は、残念ですがパーツを置くことはできません。

・ 星？
まだ自分のボードに置かれていない形のパーツを１つ選んで取り、対応するマスの上
に置いてください。

その後、次の人の順番になります。順番が回ってきた人は、サイコロを振ってください。

ゲームの終了
自分のボード上の３つのマスすべてに対応するパーツを置いた人が出たら、その人の勝
ちでゲームは終了します。

ゲームその１：妖精の国へもどろう！

勇気ある妖精さんのコネクトゲーム

ゲームの概要
妖精さんのパーツはいたるところにちらばってしまっています。しかし妖精さんたちは妖精
の国に戻るため、妖精さんの形に戻らなければなりません。一番早く妖精さんをゲームボ
ードに並べられるのは誰でしょうか？

ゲームの準備
ゲームに参加する子のために、ゲームボード１枚を取って前に置きます。妖精さんの
パーツと長いサイコロ「妖精さん」をテーブルの中央に置きます。
余ったゲームボードと長いサイコロ「雲」は使用しませんので、箱に戻してください。
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遊び方
時計回りの順番で進めます。もっとも拍手をするのが早い人から始めてください。
もしそれで決められない場合は、一番年下の人から始めてください。自分の番になったら、
サイコロを振ります。

長いサイコロで何が出た？

・ 雲？
すばらしいです！サイコロの色を見て、同じ色のパーツを取り、ボード上の対応する色の
場所に置いてください。もしその色のパーツが既にテーブルの中央から無くなっている
場合は、その妖精さんはもうおうちに着いているようです。残念ですが、その場合はパ
ーツを置くことができません。

・ 星？
テーブルの中央から好きな色のパーツを１つ選んで取り、ボード上の対応する色の場
所に置いてください。

その後、次の人の順番になります。順番が回ってきた人は、サイコロを振ってください。

ゲームの終了
妖精さんのパーツがすべてボードの上に置かれたら、すべての妖精さんがおうちに着い
たことになります。妖精さんたちを拍手でホームパーティーに迎えてあげましょう。

ヒント：
もし何らかのポイント制で勝者を決めたいのであれば、以下のルールを適用してみてくだ
さい。ある色のボードにパーツを置いた人は、そのボードを自分の前に移動させてくださ
い。こうしてゲームを続けていき、最後にもっとも多くのボードを自分の前に置いていた人
の勝ちです。

ゲームその２：おうちにかえろう！
誰でも勝てる妖精さんたちによる協力ゲーム。

ゲームの概要
妖精さんのパーツはいたるところにちらばってしまっています。皆さんは妖精さんをおうち
につれて行きたいと思っています。最後の妖精さんがおうちにたどり着くことができたら、
皆で拍手をしてホームパーティーを始めましょう。

ゲームの準備
ゲームボードの色枠がある方を上にして、テーブルの誰からでも届く位置に置いてくださ
い。妖精さんのパーツと長いサイコロ「雲」をテーブルの中央に置きます。
長いサイコロ「妖精さん」は使用しませんので、箱に戻してください。
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遊び方
時計回りの順番で進めます。もっともかがむのが早い子から始めてください。
もしそれで決められない場合は、一番年下の人から始めてください。自分の番になったら、
サイコロを振ります。

長いサイコロで何が出た？

・ ズボン？あたま？それともぼうし？
すばらしいです！しかし妖精さんを正しく作るためには、正しい順番で積んでいかなく
てはなりません。まず最初にズボン、そしてあたま、最後にぼうし、という順番です。正し
い順番であるならば、自分のボードから対応するパーツを取って、テーブルの中央に積
んでください。もしサイコロで出たパーツが既に積まれたものか、もしくは順番が正しく
ないパーツだった場合は、残念ながらパーツを積むことはできません。

・ 星？
すばらしい！自分のボードから次に置く順番のパーツを取り、テーブルの中央に積み重
ねてください。

その後、次の人の順番になります。順番が回ってきた人は、サイコロを振ってください。

ゲームの終了
テーブルの中央に自分の妖精さんを積み重ねて完成させた人が出たら、その人の勝ちで
ゲームは終了します。

ゲームその３：王様のお呼び！
初めての妖精さんのコネクトゲーム

ゲームの概要
妖精さんはいつも妖精の国に隠れています。運が良ければ、かろうじて見ることができる
かもしれません。
突然、妖精の国の王様が自分のところに集まるように、妖精さんたちを呼びました。
テーブルの中央に最初に集まれるのは、どの妖精さんでしょうか？

ゲームの準備
ゲームに参加する子は、ゲームボード１枚を取って色枠の内面を上にして自分の前に置
きます。その後、ボードのマスに対応する妖精さんのパーツを取り、すべて置きます。
長いサイコロ「妖精さん」をテーブルの中央に置きます。
余ったゲームボードと長いサイコロ「雲」は使用しませんので、箱に戻してください。
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My very fi rst games
Pixies‘ Trio

A collection of funny placement games for 1-3 players age 2+.

Author: Haru Bartel
Design: Evelyn Kopp, Susanne Krinke
Length of the game:  approx. 10 minutes

Dear Parents,

This game material is especially designed for children’s hands. It will foster impro-
ved motor skills and your child’s hand-eye coordination. Children will also enjoy 
using the pixies in free play. Together with your child stack the pixies in random
order to form different towers, thus training your child’s motor skills. Three die
games will acquaint your child with first game rules.  
Play with your child and talk about pixie and the realm of fairy tales, of nature 
and the colors in nature, thereby stimulating your child’s language and auditory 
skills as well as enhancing his creative skills and fun of playing.

Lots of fun playing!

Sincerely,
Your inventors of playthings

Contents

3 pixie's trousers

3 pixie's heads

3 pixie's bonnets

3 game boards (printed on both sides)

1 die-rod “clouds”

1 die-rod “pixies”

 Set of game instructions
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How to Play

Play in a clockwise direction. The smallest player starts. If you cannot agree the youngest 
player starts and throws a die-rod.

What does the side on top of the die-rod show?

• Trousers, a head or a bonnet?

Perfect! If on your picture card the square of the same shape as the one on the die is 
still empty, take the matching wooden tile and place it on the corresponding square.

If an item appears on the die-rod that you have already put on your picture card, un-
fortunately you can’t take a wooden piece.

• The stars?

Take any wooden part of a shape still missing from your picture and place it on the
corresponding space.

Then it’s the turn of the next player to throw the die-rod.

End of the Game

The game ends as soon as a player has covered the three spaces of his game board with 
the corresponding wooden tile, thereby winning the game. 

Game #1: Back into Pixies Land!

A fi rst placement game for daring pixies.

Game idea

The parts of the pixies are lying scattered chaotically all over the place. The pixies however
would like to gather in one piece in Pixie Land and hide there. Who will collect the fi rst
three pixie arts on his game board?

Preparation of the Game

Each player chooses a game board and places it in front of him, with the side without 
en edge facing up. Place the wooden parts and the die-rod “Pixies” in the center of the 
table.
Remaining game boards and the die-rod “Clouds” are not needed and should be retur-
ned to the game box.
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How to Play

Play in a clockwise direction. Whoever can clap his hands the quickest may start. If you
cannot agree the youngest child starts and throws the die-rod. 

What appears on the upper side of the die-rod?

• A cloud?

Great! Lets go home! Look at the color on the die, take a wooden piece of the same 
color and place it on the corresponding space of the game board of the same color.

If on the die-rod appears a color of which no more wooden piece is left in the center
of the table that means that the pixie has reached home already. Unfortunately you 
can’t take a wooden piece.

• The stars?

You can choose which wooden piece you want to take from the center and place on 
the game board of the corresponding color.

Then it’s the turn of the next player to roll the die-rod.

End of the Game

The game ends as soon as all the pixies are complete on the game boards and as a result 
have reached their home. The children have a welcome home party for the pixies and 
cheerfully clap their hands.

Hint:

If at some point you want to establish a winner amongst you, you can play the game 
with the following changes:

When you place the last wooden part on one of the game boards, as a reward you can 
take this game board and keep it in front of you. The player with the most game-boards
wins the game!

Game #2: Lets go home together!

A fi rst co-operative pixies’ game in which the players will always win.

Game idea

The pixies are still chaotically scattered all over the place. Together you want to bring 
them home. As soon as the last pixie returns home all children have a pixies’ welcome
home party and cheerfully clap their hands.

Preparation of the Game

Place the game boards with the side showing the frame face-up on the table and within 
easy reach for everybody. Place the wooden parts and the die-rod “Clouds” in the center 
of the table.
You don’t need the die-rod “Pixies” for this game. Return it to the game box.
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How to Play

Play in a clockwise direction. Whoever can crouch down the quickest may start. If you 
cannot agree the youngest player starts and throws the die-rod.

What appears on top of the die-rod?

• Trousers, the head or the bonnet?

Great, the pixie stacking begins! 
In order to build nice pixies you have to respect the right order when piling them. First 
comes the trousers, then the head and to fi nish the bonnet. Take the corresponding
wooden piece from your picture board and pile it in the center of the table.

If the die-rod shows a shape you have already taken from your picture board or you
are not allowed to stack yet, unfortunately you can’t stack anything.

• The stars?

Great! You can take the next wooden piece that your pixie needs from the picture 
board and stack it.

Then it’s the turn of the next player to throw the die-rod.

End of the Game

The game ends as soon as a player has fi nished his pixie in the center of the table thus 
winning the game.

Game # 3: Lets visit king Dopey!

A fi rst pixies’ stacking game.

Game idea

The pixies hide in Pixie  Land. They can barely be seen. Suddenly Dopey the king of the
pixies calls them to gather around him. Which pixie will be piled up fi rst in the center of
the table?

Preparation of the Game

Each player chooses a game board and places it in front of him, the side without the co-
lored edge face-up. Place a matching wooden piece on each square. The die-rod “Pixies” 
is put in the center of the table.
Remaining game boards and the die-rod “Clouds” are not needed now, so return them 
to the game box.
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