
ソックスモンスター
カードゲーム

Lucky Sock Dip
The card game 

Instructions • ゲーム説明書

Copyright                              ゲーム Bad Rodach 2009



4

Habermaaß game nr. 3615

Lucky Sock Dip The Card game

A monstrously quick searching game for 2 to 6 players ages 4 - 99. 
Includes variation for expert sock pickers!

Author: Michael Schacht
Illustrations: Martina Leykamm
Length of the game:  approx. 10 minutes

There is bedlam in the cupboard. The small sock monster has muddled it all 
up! You have to be very alert and quick to find the matching pairs.
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Contents
 1 sock monster
 8 sock monster cards
 48 socks (24 pairs) 
  Set of game instructions

8 Sock monster cards

48 Socks (24 pairs)

 

front:
sock monster

back: 
requisite

pair of socks odd sock
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Game Idea 
The aim of the game is to collect the most sock monster cards.
Together the players look in the heap of muddled up socks for mat-
ching pairs. Whoever is the first to find five matching pairs and then 
snatch the sock monster, gets a sock monster card as a reward. 

Preparation
Place the sock monster in the center of the table. Shuffle all the socks 
and distribute them randomly round the monster. Get the eight sock 
monster cards ready.

How to Play
Whoever has the most holes in their socks may give the starting signal. 
If you cannot agree the youngest player yells “Lucky Sock Dip”!

At the same time, all the players now start to rummage in the heap of 
socks. Everybody tries to find and put in front of him as many matching 
pairs as possible.
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Important:
•  You can only rummage with one hand. The other hand has to rest 
behind your back or on your lap.
•  You cannot pinch a pair of socks from in front of another player!

Stop socks!
As soon as a player has five pairs of socks in front of him, he snatches 
the sock monster from the center, and the rummaging stops. Whoever 
still has socks in their hand, has to place them back in the center. 

Together you check to see if all the pairs of the player who caught the 
sock monster, really match. 
• If all the pairs match, the player gets a sock monster card as a reward.
• If there is an odd pair, the player does not get a reward. In this event 
the   
   other players count their pairs. The one with the most correct pairs 
gets 
   a sock monster card as a reward. If various players have the same num
   ber of matching pairs, nobody gets a monster card. Instead a monster 
   card is drawn from the pile and returned to the game box.
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A new round starts:
The socks are returned to the heap. Together you mix up the heap 
thoroughly before the next round starts.

The winner of the previous round puts the sock monster back in the 
center of the table and yells “Lucky Sock Dip”!

End of the game
The game ends as soon as not one sock monster card is left. 
The player with the most sock monster cards wins the game.

In the event of a draw, a last and decisive round is played. Put all socks 
in the center and shuffle them well. Give the starting signal. The players 
in question rummage but this time the one who is the first to locate a
matching pair and then to snatch the monster, is the definitive winner.
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requisite 1

requisite 2

Variation for expert sock pickers
Play according to the rules of the basic game taking into account the 
following changes:

•  The sock monster cards are shuffled and piled with the sock monster 
face up.
• The oldest player turns over the top sock monster card and places it 
on  
   the table where everybody can see it well. Then the starting signal 
   “Lucky Dip Sock” is given.
• All players rummage at the same time with one hand in the heap of 
   socks and try to locate a pair of socks which match at least one of the 
   “requisites” shown on the sock monster card. 

   Example
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The first player to locate and put in front of him such a pair, grabs the 
sock monster.

Together you check to see that both socks match and show at least 
one of the requisites shown on the monster card:

•  If it is a matching pair, the player gets the monster card as a reward.
•  If the pair does not match or does not correspond with the requisite/s, 
the player has been unlucky and drops out of the round. Place the 
sock monster back in the center. The other players go on searching 
for a 
matching pair.

The game ends as soon as the last monster card has been collected. 
The player with the most monster cards wins the game. In case of a 
draw there are various winners.
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Habermaaß game nr. 3615

カードゲーム      ソックスモンスター

2人～6人のためのモンスター並みの素早さが求められる探し物レース。　
対象年齢4歳～99歳。ソックス探し名人のための上級ルールも含む！

作者： Michael Schacht
イラスト： Martina Leykamm
所要時間：  約１０分

タンスの中は大混乱！小さなソックスモンスターが大暴れして、
中身をごちゃごちゃにしてしまったからです。間違えないように注意しながら、
同 じソックスのペアをできるだけすばやく見つけましょう。
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内容物：
 ソックスモンスター　１個
ソックスモンスターカード　８枚
ソックス　４８枚（２４種類のペア）
ルールブック　１冊

ソックスモンスターカード8枚

ソックス48枚(24種類のペア)

表： ソックスモン
スター

裏：
お題

ペアのソックス 片方だけのソックス
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ゲームの概要
ごちゃまぜになったソックスの山の中から、みんなでいっせいにペアを探
しだします。 いち早く５つのペアを探し出したら、テーブルの上のソックスモン
スターをすばやく取りましょう。そうしたらソックスモンスターカードを１枚貰う
ことができます。 最後にソックスモンスターカードを一番たくさん集めた人が
勝 ちになります。

ゲームの準備
ソックスモンスターをテーブルの中央に置きます。全てのソックスをよく混ぜ、
ソックスモンスターの周りにごちゃごちゃに敷き詰めます。 ソックスモンスター
カードをテーブルの脇に置いて、ゲームをはじめましょう。

遊び方
ソックスに一番たくさん穴の開いている人が「ソックスモンスターが出たぞ！
」と言ってゲーム開始の合図をします。もし決まらない場合は一番
年下の人がゲーム開始の合図をします。 合図と同時に、みんなでいっせいにソ
ックスの山を探し始めてください。 同じ種類のソックスのペアをできるかぎりた
くさん見つけて、自分の前に並べていきましょう。
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重要なルール：
・ソックスを探すときは片方の手しか使ってはいけません。もう片方の手は
  背中に回しておくか、膝の上に置いてください。
・他の人の前に置いてあるソックスのペアは横取りしてはいけません。
ソックス探しそこまで！
５つのソックスのペアを自分の前に置き、テーブルの中央からソックスモンスタ
ーを取った人が出たら、ソックス探しは終了です。 全員、自分が集めたくつ下を
テーブルに戻してください。 
ソックスモンスターを取った人のソックスが、本当に正しいペアになっているか
皆で確認しましょう。

・もし全てのソックスが正しいペアになっていたら、その人はソックスモンスタ
ーカードをご褒美に貰うことができます。

・もし１つでも正しくないソックスのペアがあったなら、その人はご褒美を貰う
ことができません。この場合、他の人はそれぞれ自分が集めたソックスのペア
の数を数え、その中で一番多くペアを集めていた人がご褒美としてソックスモ
ンスターカードを貰うことができます。
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もし、一番多くペアを集めていた人が２人以上いた場合は、だれもご褒美を貰
うことができません。ソックスモンスターカードの山から１枚取り、箱に戻して
ください。

新しいラウンドを始める：
全てのソックスをテーブルの山に戻し、次のラウンドのためにみんなでよく混
ぜてください。
前のラウンドでソックスモンスターを取った人はそれをテーブルの中央に戻し、
「ソックスモンスターが出たぞ！」の合図で次のラウンドを始めてください。

ゲームの終了
ソックスモンスターカードがなくなったら即座にゲームは終了します。 一番たく
さんソックスモンスターカードを持っている人が勝ちです。

もし一番たくさんソックスモンスターカードを持っている人が２人以上いる場
合は、最後に決勝ラウンドを行ないます。全てのくつ下をテーブル中央に集め
てよく混ぜ、開始の合図と同時に決勝に残った人だけでペアを探します。決勝ラ
ウンドでは１つのペアを見つけてソックスモンスターを取った人が最終的に勝
ちになります。
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ソックス探し名人のための上級ルール
基本的に通常のルールでゲームを進めますが、以下の項目についてのみ変更
して下さい。

•  ソックスモンスターカードを良く混ぜ、カードの山を作ります。
   このとき、ソックスモンスターが上向きになるようにします。
• もっとも年上の人がソックスモンスターカードを１枚裏返し、みんなによく見  
   えるように置きます。その後、開始の合図「ソックスモンスターが出たぞ！」を
   出します。
• 全員がいっせいに片手でソックスの山をかきわけ、ペアを探します。ただし、
  探すペアは“ソックスモンスターカードに描かれたお題”のうち少なくとも片方
  を満たしたものでなくてはなりません。
  

例
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最初にお題を満たしたソックスのペアを見つけた人が、そのペアを自分の前に置
いて、ソックスモンスターを取ります。そうしたら、みんなでそのペアが正しい組み
合わせで、かつお題を満たしているかどうか確認します。

• もしお題を満たした正しいペアになっていたら、その人はソックスモンスターカ  
  ードを貰うことができます。

• もしお題を満たしていない、または正しくないペアだった場合は、その人は残念 
  ですがこのラウンドから抜けなくてはなりません。ソックスモンスターをテーブル
  中央に戻し、あらためてソックスのペアを探し始めます。

ソックスモンスターカードがなくなったら即座にゲームは終了します。
一番たくさんソックスモンスターカードを持っている人が勝ちです。もし一番
たくさんソックスモンスターカードを持っている人が２人以上いる場合は、
その全員が勝ちです。
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Habermaaß GmbH
August-Grosch-Straße 28 - 38
96476 Bad Rodach, Germany
www.haba.de            
Made in Germany


