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Animal Upon Animal

カードゲ
ーム・ワニに乗る？
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Animal Upon Animal
The game of cards

A wobbly game of skill for 2 - 4 players ages 5 - 99.
Includes two game ideas.

Author: Markus Nikisch
Illustrations: Michael Bayer
Licenser:   Klaus Miltenberger
Length of the game: approx. 10 minutes

Look at that! The animal kids happily frolic on the crocodile‘s back. 
But watch out! It doesn‘t take much to tumble off!
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Contents

 1 crocodile
 40 animal kid cards
 16 animal mother cards
  Set of game instructions

40 Animal kids

16 Animal mothers
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Game #1: Piling animals

Who will be especially skillful and pile his cards first on the crocodile 
thus winning the game?

Preparation of the Game

Place the crocodile in the center of the table. Sort the cards according to 
the color on the back. Each player gets dealt the 14 cards of one color. 
Shuffle the cards and place them face-down in a pile in front of you. 
Remaining cards are returned to the game box.

How to Play

Play in a clockwise direction. The best climber starts. If you cannot agree, 
the youngest player starts and takes the card from the top of his pile.
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The card shows:

• An animal kid?
Carefully place the card on the crocodile or on top of any cards that have 
been put there already. If in doing so, your card or any other cards fall off 
you must pick them up and slide them under your pile - however not more 
than three at one time. If more than three cards fall off, the remaining cards 
are taken out of the game.

• An animal mother?
Choose another player who will have to try to gently pile this card on the 
crocodile or the cards that are there already. If cards fall off, this player then 
has to take up to three cards (as is described above). 

Then it‘s the turn of the next player.

End of the Game

The game ends as soon as a player is left without cards thus winning the game.



7

Game #2: Professional piling

The player who is the first to successfully pull three animal “kid” cards that 
match his animal “mother” cards off of the pile of cards stacked on top of 
the crocodile, will win this tricky game of skill for experts.

Preparation of the Game

Place the crocodile in the center of the table. Sort the cards according to the 
color on the  back. Each player takes the 14 cards of one color. Remaining 
cards are returned to the game box.
Each player chooses any animal mother card from his pile. Then shuffle the 
remaining 13 cards and pile them up facedown in front of you. To finish, 
slide the selected animal mother card under the pile.
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How to Play

Play in a clockwise direction. The player with the shakiest hands starts. If you 
can not agree the youngest player starts and takes the card from the top of 
his pile.

The card shows:

• An animal kid:
Carefully place the card on the crocodile or on top of any cards that are 
there already. The side showing the animal has to face up. If your card 
or any other cards fall off, you have to take all the cards and slide them 
under your pile.

• An animal mother:
Now things get thrilling! Look and see if there is a corresponding animal 
kid already piled on the crocodile. To do so you are allowed to carefully 
nudge the cards on the crocodile with one finger. 
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There is no matching animal kid?
Pity! Slide the animal mother card under your pile.

You have found a matching animal kid?
Well done! Try to pull this card carefully out of the pile. 
To do so you can gently nudge the other cards.
If you manage, place the animal mother and kid cards face-up in front of 
you.

If one or more cards fall off the crocodile your turn is immediately over. You 
have to take all the cards that have fallen off and slide them under your pile, 
including the animal mother card as the last one.

Then it‘s the turn of the next player.

End of the Game

The game ends as soon as a player has four animal mothers and animal 
kids face-up in front of him thus winning the game.
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カードゲーム
ワニに乗る？

２人～４人のためのバランスゲーム。対象年齢５歳～９９歳。
２種類の遊び方ルールがあります。

作者： Markus Nikisch
イラスト： Michael Bayer
原案： Klaus Miltenberger
所要時間： 約１０分

見てごらん！ワニの背中で動物の子供達が楽しそうにはしゃい
でいるよ。
でも気をつけて！あまり無理をすると転げ落ちてしまうかも！
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内容物
ワニ　１個
動物の子供達カード　４０枚
動物のおかあさんカード　１６枚
ルールブック　１冊

動物の子供たち　
４０枚

動物のおかあさん
１６枚
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ゲームその１：組体操ゲーム
手先を器用に使って、一番早く自分のカードをワニに乗
せきることができるのはいったいだれでしょう？

ゲームの準備
ワニをテーブルの中央に置きます。カードは裏面の色ごとに別け
て、１人１色分ずつ１４枚を持ちます。
カードはよく混ぜてそれぞれ自分の前に伏せて山にしておきます。
余った色のカードは使用しませんので箱に戻してください。

遊び方
時計回りの順番で手番を進めていきます。一番山登りが得意な人か
らはじめてください。もしそれで決まらない場合は、いちばん年下
の人からはじめます。手番になったら、自分の山札の一番上の１枚
をめくります。
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カードに何が描かれているでしょう

• 動物の子供だった？
そのカードをワニの上か、もしくはワニに乗せられたカードの
上に慎重に置きます。
もしこのとき、自分が乗せたカードやそれまでに乗せられてい
たカードが落ちてしまったら、そのカードを引き取り自分の山
札の一番下に入れなくてはなりません。
ただし、このとき引き取るカードは３枚までです。３枚より多
くのカードが落ちてしまった場合は、残りの落ちたカードはゲ
ームから取り除きます。

• 動物のおかあさんだった？
他の人を１人選んで、その人にこのおかあさんカードをワニに
乗せてもらいます。もしこのときカードが落ちてしまったら、
１～３枚のカードを落としてしまった人が引き取らなければな
りません。（引取りについては前述のとおり）

その後、次の人に手番が移ります。
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ゲームの終了
誰か１人が自分の山札を全て無くしたらゲームは終了し、その人
の勝ちになります。

ゲームその２：組体操の達人
おかあさんカードがでたら、同じ種類の子供のカードをワニの上
から引き抜きます。最も早く３種類の子供をワニの上から連れ戻
すことができるのはいったいだれでしょう。

ゲームの準備
ワニをテーブルの中央に置きます。カードは裏面の色ごとに別け
て、１人１色分ずつ１４枚を持ちます。残ったカードは箱に戻し
ます。各自おかあさんカードの中から１枚を選んで取り出しま
す。残った１３枚のカードをよく混ぜてそれぞれ自分の前に山札
にします。最後に、選んで取り出していたおかあさんカードを山
札の一番下に入れます。
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遊び方
時計回りの順番で手番を進めていきます。一番手が震えやすい人
からはじめてください。もしそれで決まらない場合は、いちばん
年下の人からはじめます。手番になったら、自分の山札の一番上
の１枚をめくります。

カードに何が描かれているでしょう

• 動物の子供だった
そのカードをワニの上か、もしくはワニに乗せられたカードの
上に慎重に置きます。カードを置くときは動物の絵が上になる
ようにします。
もしこのとき、自分が乗せたカードやそれまでに乗せられてい
たカードが落ちてしまったら、そのカードを全て引き取り自分
の山札の一番下に入れなくてはなりません。
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• 動物のおかあさんだった
スリリングな挑戦の始まりです！めくったおかあさん動物に対
応する動物の子供がワニの上に乗っているか探してください。
このとき、指１本だけを使ってカードを動かしてもよいです。

対応する動物の子供がいなかった
残念！めくった動物のお母さんカードを自分の山札の一番
下に戻します。

対応する動物の子供が見つかった
やった！見つけた子供のカードを慎重に取り出しましょう。
このとき、他のカードを静かに動かしても構いません。

見事に子供のカードを取り出したら、おかあさんカードと一緒に
して自分の前に表向きにして置きます。
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もしこのとき１枚以上のカードを落としてしまったら、その時点
で手番は終了です。落ちた全てのカードを引き取り、おかあさん
カードその一番下に入れて自分の山札の一番下に入れます。

そして次の人の手番がはじまります。

ゲームの終了
誰か１人が４種類全ての動物のおかあさんとその子供を自分の前
に揃えたら、ゲームは終了し、その人の勝ちになります。



     Bitte alle Informationen aufbewahren!
Please keep all the information!
Veuillez conserver toutes les notices !
A.u.b. alle gegevens bewaren!
¡Por favor, conserve todo el material informativo!
Si prega di conservare tutto il materiale informativo!

Habermaaß GmbH
August-Grosch-Straße 28 - 38
96476 Bad Rodach, Germany

www.haba.de


