
.ゲーム開始

①言ャンケンなどで踊暑を長めて、離禍りでゲームを

進めます。

lです想ー敢抜説萌書 鵠ぷ;ます~，

①蹟暑がきたZレイヤーは、メニューシニトの主の舟き

なアイスを選んで、ディッシャーでコーンに積みます。

くすさすに詰めたう、踊暑が躍の丈に諺ります。

①アイスを詰舎でいる蒔にアイスがくすれたら、そのプ

レイヤーの負けとなります。

乙の度は弊社製品をお買いよげいただきまして、誠にありがとうございます。
1"..1;' :U. tf";l・u凶。同 よ ，即 位

ご使用の前に、この説明容を必宮本お読みください。読み終わった後は保管しておいてください。

日 ご，司F 叫 柑 ら J: <f!. 

保護者の方へ必すお読み下さい。
.いぶ叫 刊脚出品目

・小さな部品があります。ロの中には絶対に入れないでください。
量量などの晶最があります。
・長最の造騒がありますので、 3~桟藷のお争議には詣請に草えな
いでください。

・アイスは長べ端ではありません。自の草には詣諸にえれ芯いでく
ださ~\.量量の造様があります。

・差前iilは稲盛訟ですので日誌長はすぐに会ててください。華街iを，~lfま
から張ったり崩を結ったりしないでください。釜草する怒れ古宮ありますo

.デイツシャーの舟品品のすさまには器などを入れないでください。はさ
まれてケガをする恐れがあります。

・遊んだ義は、震な出二世色せず、3安来誌のお争議の主の届かない請に

保管してくださ".
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-コーン・・ 3コ

|ゲームを殆める前に。

-コーンシールをそれぞれコーン(3コ)

に貼ります。
餌・ 日 出

※コーンの合わせ自にシール点線をあわ

せるとズレにくく賠れます。

※3コ貼ります

-ディッシャーの使い方

し ようCn ち命う い

{使用上の注意 }
"ん と し" 九̂州'"も鳴

.破損、故障、変形の原因に
なりますのでディッシャー
には魚虐な労を茄えない
でください。また、ツメを
訓

押さえたままディッシャー
訓 令ご

のボタンを押したり、動か
したりし芯いでください。

.織をiの桑ぃ竿らなところ
に白いて遊んでください。
ー"，It. た しつ 11 t.. ~. (し・ 1: .，

.高温・多湿の場所や直射目
. "し ， " 光が当たる場所での使用

."、 "ζ&

や保管は行わないでくだ
さい。

-コーンシール ..3枚

.範鵡萌告
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アイスをつかむときはディッシャー 出このツメにアイスをひっか
悶

アイスを積むときは上の白いポヲン
a臨

が傾かないようにしてそのままアイ ける を押します.

スにかぶせます。

| 蹴 I
回世 岬肱 .

揖ゲーム中|草、遊んでいるテーブルや床などを、叩いたり揺らしてはいけません。
つ "'"っ と"※アイスを積むときは、アイスを無理に押し付けないでください。アイス同士がくっついてしまうことがあ口ます。

〈連四アイスクリームタワーゲーム包魁

台座に立てた1つのコーンに順番にアイスをくすさないように積んでいくゲームです。最

盛までアイスをくすさなかったプレイヤーが合ちです。

.用意するもの

アイス20コ、テ"イツシャ一、コーン1コ、量産、メニューシート

・準品
アイスをメニューシートの主に量べます。量産の串長の宍にコーンを立てます。

①アイスがくすれたら、くすれたアイスやコーンの上の

アイスを盃てメニューシートに最し、負けたプレイ

ヤ一成弗のプレイヤーで、ゲームを蒔儲します。

①畠盛まで、アイスをくす白さなかったプレイヤーが蕗ち

です。

① 20最最盛まで毒めることが白桑たう、20最白を最ん

だプレイヤーの勝ちとなります。

〈費四日間アイスクリームタワーゲーム包歯

サイコロを振って出た自の数だ171つのコーンにアイスをくすさないように積んでいくゲームです。

・用意するもの

ーアイス20コ、ディッシャ一、コーン1コ、台座、サイコ口、メニューシート

.準備

アイスをメニューシートのよに並べます。台座の中央の穴にコーンを立てます。

.ゲーム儲治

。ジャンケンなどで踏暑を会めて、蒔畠酋りでゲームを蓮めます。

① i首暑がきたプ片グて一l立、サイコq~操ります。サイコロに岳ぃτある最李の誌だけメ
ニューシートの上の好きなアイスを選んで、ディッシャーでコーンに積みます。(+3なら3コ
詰みます。0なら詰ますに茨のプレイヤーの績暑になります。-1の曇苔、ご量主のアイスを

宇で取り、メニューシートに麗します)くすさすに最めたらJ繭暑が龍のXに諺ります。

① 7-i;えを詰んでいる晶、またコニンg主の7てイスを取っている蒔にヌイスがく守れた
5、そのプレイヤーの負けとなります。

①アイスがくすれたら、くすれたアイスやコーンの主のアイスを釜てメニューシートに戻

し、負けたプレイヤー以訴のプレイヤーで、ゲームを蕎闘します。

①最盛まで、アイスをくすさなかったプレイヤーが蕗ちです。

① 20蔭轟長まで最むことが白粂たう、20最白を合んだプレイヤーの蕗ちとなります。

〈連四トリプルアイスクリームタワーゲーム園

邑産に圭てた3つのコーンに踊暑にアイスをくすさないように最んでいくゲームです。最

む場所は、どのコーンの上のアイスでもかまいません。

・用意するもの

アイス20コ、ディツシャ一、コーン3コ、台座、メニューシート

・筆備
アイスをメニューシートの上に並べます。台座の中央以

鼻の宍にコーンを3つ主てます。

・ゲーム開始

[ゲーム11アイスクリームタワーゲームと高じように遊

びます。アイス|ま3つある丙のどれでもd与をなコーンに

積んでかまいません。

: 〈連盟!DJ¥ラJ¥ラトリプルアイスクリームタワーゲーム包盟

、台座に立てた3つのコーンlこ11原番にサイコロを振って出た目の数だけアイスをく?さない

ように積んでいくゲームです。

.・晶iきするもの

アイス20コ、ディッシャ一、コーン3コ、苔座、サイコ口、メニューシート

・準備

アイスをメニューシートの主に韮べます。苔産の串英凸弗の宍にコーンを3つ企てます。

.ゲーム繭治

[ゲーム21ハラハラアイスク1)ームタワーゲームと簡じように遊びます。アイスlねつある

丙のどれでも岳きなコーンlこ君主んでかまいません。

可F舗へつづく



〈連-宇持ちでチャレンジ!ゲーム@盤' -晶量するもの
アイス20コ、ディッシャ一、コーン1コ、台座、メニューシート

2人(または3人)でそれぞれコーンを手に持って、交互にアイスを積んでいきます。最後ま ・
-準備

でアイスをくすさなかったプレイヤーが勝ちです。

-用意するもの

アイス20コ、ディッシャ一、コーン2-3コ、メニューシート

.準備

アイスをメニューシートの上に並べ、 1っすっコーンを手

に持ちます。

・ゲーム曲治

①シ・ャンケンなどで踊暑を会めます。

①描暑がきたプレイヤーは、メニューシートの主の存きな

アイスを選んで、主に蒔ったコーンにデイツシャーでアイ

スを最みます。くすさずに詰めたう、!J首量を金わります。

①蒔っているアイスをくすしてしまったら、そのプレイ

ヤーの負けで、議長までくすさ芯かったプレイヤー

の勝ちとなります。

〈連z:f!920段積みアイスに挑戦ゲーム ..  
出つ H

1人でアイスがくすれるまで積んでいき、誰よりも多くのアイスを積むのを競うゲームで

す。積むことのできたアイスの個数がそのまま得点となります。

-用意するもの

アイス20コ、ディツシャ一、コーン1コ、台座、メニューシート

-準備

アイスをメニューシ一向主lこか、誌にコ一万全てます。

-ゲーム開始

①ジャンケンなどで鵬畠を生めて、日量許菌りでゲームを蓬めます。

① 1轟のプレイヤーは、テ"イツシャーを宇に蒋ち、メニューシートの主の岳きなアイスを蓬

んで、コーンに1っすつ積んでいきます。

①童市でアイスがくすれたら、そこまで最むことのできたアイスの自識が議員になります。

※例えば6コ積んだ状態で7コ目を積もうとして、アイスをく苧してしまったら、得点は6点になります。
d望 、，べ っ てん

※1度もく苧れす|こ、20コ全てのアイスをおむことができれば、20点になります。

アイスをメニューシートの上に並べます。台座の中央に1コ、コーンを立てます。

-ゲーム開始
ー 配 慮

。プレイヤーは、ジャンケンを行い、負けたプレイヤーはディッシャーを手に持ち、メ

ニューシートの上の好きなアイスを選んで、コーンに1つ積みます。

①くすさすにアイスを詰めたら、ジャンケンを存ぃ、また、ジャンケンで負けたプレイヤー

は同じようにアイスを積みます。

①アイスがくすれたう、くすれたアイスやコーンの主のアイスを釜てメニューシートに長
U仇、"'悦

し、くすしたプレイヤー以外のプレイヤーで、ゲームを再開します。

: ① 畠盛まで、アイスをくすさなかったプレイヤーが蕗ちです。

で麿 ・・ 3

① 20コ最後まで積めることが出来たら、20コ目を積んだプレイヤーの勝ちとなります。

※[ゲーム31トリプルアイスクリームタワーゲームと高じように、コーンを3つ荏って蓬ぶことができます。

〈遣問阜のせ!アイスクリームタチゲーム園

2入(または3A)でそれぞれコーンを宇に治って、アイスを最んでいきます。くすさすに晃

にアイスを6コ最んだプレイヤーが蕗ちです。(デイツシャーは撞いません)

・用意するもの

アイス12-18コ、コーン2-3コ、メニューシート

ー・準備

アイスをメニューシートの主に韮べ、 Tっすつコーンを主

に晶ちます。

-ゲーム開始

①よーし1スタートの苔歯で、生っているコーンの主にア

も笥イスを手で積んでいきます。

①蒔っているコーンの主のアイスがく守れても、またア

イスを積んでいきます。相手より阜く6コ積んでくす

れなかったらそのプレイヤーの勝ちです。

ι翠it!S[t)アイスで楢惟チェック.，
①舗がi主まったら茨の丈lこ備が諺り、く筆信>を存しにくゲーム融②>から簡じよ : W 戸ーー一

うにゲームを符います。 . 2入でそれぞれコーンを主に蒔って、組宇のコーンにアイスを最んでいきます。くすれるま

①釜てのプレイヤーが1酋すつゲームを金えたらゲーム縫苧です。議議が謹も嵩いえが : でにのせた薮によって2入のf目躍をチェックします。(デイツシャーは盈いません)

品ちです。最善議員のえが2入山主いるときは、そのプレイヤー蓬だけでもうこ産量劫
.と/J 1.....， L. .. 

からゲームを行って勝者を決めます。

ζ連四ジャンケンアイス密画

2 ... 人(または3人)でコーンを手に持って、ジャンケンをして負けた人がアイスを積んでいき

ます。くすしてしまったプレイヤーは負けとなります。量盛までくすさ?に語ったプレイ

ヤーが勝ちです。

・用意するもの

アイス20コ、ディッシ?一、コーン2-3コ、メニューシート

-準備

アイスをメニューシートの主に韮べ、 1っすつコーンを李に蒔ちます。

・ゲーム晶治

①プレイヤーは、ジャンケンを存ぃ、負けたプレイヤーはディツシャーを宇に晶ち、メ

ニューシートの主の岳きなアイスを選んで、コーンlこ1つ岳みます。

①くすさすにアイスを詰めたら、ジャンケンを存ぃ、また、ジャンケンで負けたプレイヤー

は同じようにアイスを積みます。 d; 
①蒔っているアイスをくすしてしまったふそのプレイヤーの負けで、くすしていないプレ

イヤーの政ちとなります。

①量てのアイスを最んで、メニューシートの主のアイスがなくなった場昔、そのときに峯

くのアイスを最んでいたプレイヤーの蕗ちとなります。(自じ薮桑っている場苔は、自き

分けです)

〈遠因みんなでジM ンアイス包画

-用意するもの

アイス20コ、コーン2コ、メニューシート

じ舗んげ

・準備

アイスをメニューシートの上に並べ、 1っすつコーンを手に持ちます。

・ゲーム踊殆

①是主に桔宇の尭つコーンにアイスを宇で最んでいきます。く守れるまでに桑せたアイ

スの善許薮で2入の稿躍をチェックします。

。-4コ .QQQQQ まだこれからの2人1

5-日コ -・QQQQ きになる2人1

日-12コ -・・QQQ なかよしコンビ

13-16コ - ・ ・ ・ ・0 すてきなパートナー!

17-19コ •••••• ピッヲリりそうてきl

20コ ホ~・・・・・・**，，_さいこうのあいしよう !!

ーお客織へー
との度l草、弊社製品をお民い上げいただ苦まして、慌にあDがとうございます.弊社では、よD良い製品をお届けするため
に、常に研究・改良在行っておDます。そのため、生産ロットによD多少仕織が異なる製晶がございますが、ご了承ください.
品質には万全を期しておDますが、万一お気づ苦の点がございました己、下goまでと迎絡ください。

干300・4193茨城県土浦市篠沢3647・5

(株)エポツク社お客様ザービスセンター TEL.029・862・5789
(電信雷号は悶泣いのないよう、よく砲か拍てか5おかげください0)

[電話受付時間]月~童阻目(祝祭日及び弊社特休日を除く)10時-12時、13時-17時

台座に立てたコーンに、ジャンケンをして負けた人がアイスを積んでいきます。くすしてし

まったプレイヤーは負けとなります。畠盆までくすさす・lこ義ったプレイヤーが蕗ちです。
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