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月の呪い
『ダンジョンズ & ドラゴンズ』対応 3 レベルキャラクター用シナリオ

■はじめに
このシナリオはエベロン世界の紹介を意図したもので、３レベルキャ

ラクター４～５人向きにデザインされている。若干の変更を加えれば
より人数の少ない、あるいは多いパーティにも対応可能である。同様
に、若干のバランス調整をすることで２レベルパーティまたは４レベ
ルパーティにも対応できるだろう。

本シナリオ作成にあたってはウィザーズ・オブ・ザ・コースト社のウェ
ブサイトにある ”Eberron Adventure Hook Generator”（ http://www.
wizards.com/default.asp?x=dnd/ebsh/20060220a ）を参考にしている。

■ゲームの準備
この冒険には『プレイヤーズハンドブック第 3.5 版 ( 以降 PHB)』『ダ

ンジョンマスターズガイド第 3.5 版 ( 以降 DMG)』『モンスターマニュ
アル第 3.5 版 ( 以降 MM)』『エベロン・ワールドガイド ( 以降 EWG)』『エ 
ベロン・プレイヤーズガイド ( 以降 EPG)』が必要である。

ライトニング・レイルの時刻・所要時間については『Five Nations』 ( 未
訳 ) にも記載されている。『Explorer’s Handbook』と『Five Nations』
で は 記 述 が 異 な る が、 本 シ ナ リ オ で は 日 数 の 都 合 上『Explorer’s 
Handbook』を参照している。『Five Nations』の記述を利用する場合は、
ハセリルからシャーンまでの所要時間は 50 時間である。DM はこれに
合わせてシナリオの日程を調整すると良い。

この他、以下の未訳サプリメント記載の情報を参考にしている :『Five 
Nations』

DM は EWG P.92「次元界」、P.130「暦」、P.148「ウルフズ・パウ」
について目を通しておくと良い。

■冒険の背景
かつて、ベレンド・ブランドは翡翠爪騎士団の一員だった。10 年前、

エルデン・リーチでの任務の中で、彼はローザという女性と知り合った。
やがて、２人は愛し合うようになったが、それには障害もあった。

最大の問題はローザが普通の人間ではないことだった。彼女はコー
ヴェアでは殆ど絶滅したライカンスロープの生残りだったのである。
彼女はシルヴァー・フレイム教会のライカンスロープ撲滅運動の末に、
別の次元界（“ 黄昏の森 ” ラマニア）に逃げ延びたライカンスロープた
ちの子孫である。彼女はラマニアがエベロンに隣接した時に、“ 黄昏の
門 ” を通ってエベロンへとやって来た。彼女の祖先たちの故郷であるエ
ベロンを一目見る為であった。そしてその時、ベレンドと出会った。

もう一つの問題はベレンドの属する翡翠爪騎士団にあった。ローザ
の正体に気がついた翡翠爪騎士団は彼女を利用する計画を立て始めた。
それを察したベレンドは、翡翠爪騎士団から脱走し、ローザとともに
ブレランドへ亡命した。しばらくの間、２人はブレランドのブラック
ピット村で平和に暮らした。しかし、６年前に全てが変わった。ブラッ
クピット村へ逃走して来た強盗たちが、たまたま出くわしたローザを
襲撃した。襲われたローザはワーウルフに変身して彼らを撃退したが、
その瞬間を、強盗を追って来たシルヴァー・フレイム教会のパラディ
ンに見られてしまったのだ。ローザはその場でパラディンの剣の前に
倒れた。

ローザを失ったベレンドは、その類が幼い娘のネブラにまで及ぶこ
とを恐れ、ブラックピット村を離れて塔の街シャーンへと逃れた。幸い、
娘にはライカンスロープの兆候は見られなかった為、親子は安全に過
すことができた。━━これまでのところは。

最近になって、ベレンドは恐れていた時が来たことを知った。ネブ
ラが満月期になると発作を起こすようになったのだ。穏やかに寝てい
ると思ったら、突然、獣のような声を上げ始め、歯と爪が鋭くなり、
何かの衝動に駆られるかのように暴れるようになった。その様子はシ
フターのシフティング能力に似ていたが、ネブラには全く自覚がなく、
記憶にも残っていないようだった。

ベレンドは、このまま放置すれば、いずれ娘が完全なライカンスロー
プになってしまうのではないかと危惧している。彼は娘を救う為に取
れる手だては全て試みたが、どれも上手くいかなかった。ライカンス
ロープについて研究するうち、彼はあるシフターが “ ラマニアの呪い ”
と呼ばれる症状を見せることを知った。

“ ラマニアの呪い ” は、シフターがシフティングの能力を使った時
に、それに応じて体があたかも動物のように変化してしまうものだっ
た。ベレンドはそのシフターについて調べた結果、そのシフターが今
は何処にいるのかは判らないが、“ ラマニアの呪い ” を解く為に各地へ
旅をし、最後にエルデン・リーチにあるシフターたちの集落ウルフズ・
パウへ向かったこと、そこから帰って来た時には “ ラマニアの呪い ” が
解けていたらしいことを知った。ネブラはシフターではないが、生来
のライカンスロープと人間との混血であり、ある意味ではシフターに
似ていると言える。ベレンドは “ ラマニアの呪い ” を解いた方法ならば、
娘も救えるのではないかと考えている。

ベレンドが目的を果たすには 1 つ障害がある。かつて、彼が所属し
ていた翡翠爪騎士団が、彼を見つけたのである。今や、翡翠爪騎士団
は脱走者のベレンドとその娘に注目している。ローザの娘もまたライ
カンスロープであるかもしれないからだ。もしそうならば、ネブラを
手に入れれば、武器として利用できるかも知れない。そうでなくても、
脱走者をそのままにしておく法は無いだろう。

■冒険のあらすじ
この冒険は、PC たちは翡翠爪騎士団に襲撃されていたベレンドとネ

ブラの親娘を助けることから始まる。
ネブラの秘密を知った PC たちは、これをきっかけに雇われること

になる。PC たちは、飛空挺 “ フライング・ピッグ ” 号の船長を探し出
し、彼の飛空挺でエルデン・リーチのウルフズ・パウへ向かう。そして、
森の奥で “ 黄昏の門 ” を発見するだろう。

■冒険の導入①「月と爪」
PC たちは他の冒険を終え、ハセリル駅からシャーン行きのライトニ

ング・レイルに乗ろうとしたところで、翡翠爪騎士団に襲撃されてい
るベレンド・ブランドとその娘を助ける。

親娘と共にライトニング・レイルに乗り込んだ PC たちは、ライトニ
ング・レイルの中でベレンドの娘ネブラがワーウルフであることを知
る。娘のことを知られたベレンドは PC たちにウルフズ・パウまでの護
衛を依頼する。
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■冒険の導入②「月と狩人」
DM はこのシナリオを好きなように修正して使用することができる。

以下はその一例である。

「月と狩人」では、冒険にスリリングな（しかし、少しばかり危険な）
味付けを加えたものである。このケースでは、PC のひとりないし数人
がライカンスロピーに感染してしまうところから始まる。この場合、
PC たちはライトニング・レイルの中でワーウルフに襲われるベレンド・
ブランドとその娘を助けたところから始まる。しかし、その際にワー
ウルフから傷を受け、ライカンスロピーに感染してしまったのである。
PC たちはただちにライカンスロピーを治療しなければならない。しか
し、ライトニング・レイル車内にベラドンナはなく、次の停車駅（シャー
ン）までは時間がかかるため、ベラドンナによる治療が間に合う見込
みはない。

加えて、ライトニング・レイル内で騒ぎになったため、オリエン家
に属している乗務員からシャーンへ連絡が行き、シルヴァー・フレイ
ム教会の耳へ届いてしまう。教会は直ちに調査隊を編成し、PC たちを
探し出そうとする。パーティはこの調査隊から逃れつつ、ライカンス
ロピーの治療法を見出さねばならない。

ライカンスロピーの治療には、感染して 3 日以内に 12 レベル以上
のクレリックにより発動されるリムーヴ・ディジーズかヒールが必要
となる。しかし、コーヴェアの寺院でクレリックを見かけることは稀
である。まして、12 レベル以上のクレリックとなるとそう簡単には見
つからない。このようなクレリックを見つけるには、余程強力なコネ
を持っているか、大金を積むか（これは相手が堕落したクレリックな
どである場合に有効）、その寺院の信者の中でも有力者であるといった
理由が必要となる。

さらに、クレリックが最も多く存在するシルヴァー・フレイム教会
はライカンスロープを排斥している。このため、教会を頼るのはあま
り有効な手段ではない。より容易な方法は、ジョラスコ氏族の治癒ギ
ルドを利用することだろう。治癒ギルドならばヒールの呪文ですら提
供される。ただ PC たちにとって不幸なことに、教会はこうした寺院や
治癒ギルドを重点的に見張っており、気づかれずに近づくのは困難で
ある。

もう 1 つの治療法は満月期の間にブレイク・エンチャントメントや
リムーヴ・カースの呪文を被感染者に使うことであるが、この方法で
は患者は難易度 20 の意志セーヴに成功する必要がある。エベロンでは
満月期が長く続くため、この方法の機会はより多いが、シルヴァー・
フレイム教会の調査隊が後を追っているために、満月をのんびりと待
つ余裕はないだろう。

最後に、ライカンスロピーに感染した PC は望まぬ変身をしてしまう
ことに気をつけなければならない。（MM P.255 参照）

このケースを選択した場合、DM はシナリオに若干の変更を必要と
する。以下はその例である。

ブランド父娘：父ベレンドは妻のローザがライカンスロープであっ
たことを知っている。また、“ 黄昏の門 ” が何であるかも知って
いる。加えて、ラマニアにあるローザの故郷にはライカンスロ
ピーを治療できるドルイドがいることも知っている。ベレンド
は娘のネブラを通常の治療方法で元に戻すことができるのでは
ないかと期待してローザの故郷を訪れようとしているのである。 
当然ながら、ネブラはライカンスロピーの感染者ではないため、こ
の方法では問題は解決しない。しかし、PC の問題を解決する役に
は立つだろう。

翡 翠 爪 騎 士 団：このケースでは翡翠爪騎士団には、シルヴァー・
フレイム教会の異端狩りを生き延びたワーウルフが加わって
い る。 ラ イ ト ニ ン グ・ レ イ ル で ベ レ ン ド を 襲 撃 し、PC 達 に
ラ イ カ ン ス ロ ピ ー を 感 染 さ せ た の は こ の ワ ー ウ ル フ で あ る。 
この場合、遭遇 4 の襲撃者をワーウルフに変更するのも良いだろう。

シ ル ヴ ァ ー・ フ レ イ ム 教 会 の 調 査 部 隊： こ の ケ ー ス で は シ ル
ヴ ァ ー・ フ レ イ ム 教 会 の 調 査 隊 が PC た ち の 後 を 追 っ て く る。

DM は 2 レベル前後のパーティを調査隊として用意するといい。 
彼らは PC たちよりも弱いが善人であり、熱心な信者でもある。も
し、彼らを殺してしまえば、ライカンスロピーの治療に成功し
てもシルヴァー・フレイム教会から追われることになるだろう。 
PC たちがシャーンやトロランポートで寺院や治癒ギルドに助けを
求めた場合、この調査部隊と遭遇する可能性がある。加えて、“ 黄
昏の門 ” に到着するのが遅れた場合（イールの 11 日以降など）に、
調査部隊に追いつかれることにしても良い。

DM はここに挙げた他に好きなように変更を加えることができる。
また、ここに挙げた導入案を組合わせて使用することもできるだろ

う。例えば、シルヴァー・フレイム教会の調査部隊は「月と爪」の導
入に加えることもできる。ライトニング・レイルやシャーンもしくは
トロランポートでネブラの変身が目撃された場合に起こりうる事態で
ある。

DM は PC がネブラにあまり注意を払わなかった場合は、変身したネ
ブラが動物の本能のままに夜の街を飛び出してしまうことにしても良
い。この場合、PC たちは逃走したネブラを追って夜の街を駆け回るこ
とになり（これはちょっとした冒険として面白いアイディアになりう
る）、加えてシルヴァー・フレイム教会の疑惑の目を避けなければなら
なくなるだろう。

■シルヴァー・フレイム教会とライカンスロープ
かつてシルヴァー・フレイム教会は、ライカンスロープを絶滅しよ

うと異端狩りを行った。今でもシルヴァー・フレイム教会はライカン
スロープを狩り続けている。もし、シルヴァー・フレイム教会に所属
する PC がいた場合、ネブラの処遇を巡って問題が起きるかもしれない。

DM はスムーズに導入を進めたい場合はそのような PC のプレイヤー
とあらかじめ意志の擦り合わせをしておくと良い。あるいは、以下の
ような設定をその PC に用意するのも良いだろう。

・ PC は、“ フレイマー ” と呼ばれる熱狂的な信者たちの過激さには、
同じ信徒にしても疑問を抱いている。PC はライカンスロープの粛
正も “ フレイマー ” の扇動によると考えており、より平和的な解決
法を探すべきだと考えている。

・ PC はかつて、上司の命令でライカンスロープ狩りを行った経験があ
る。この時、PC が粛正したライカンスロープには恋人がいた。彼
女は PC に恨み言を言うでもなく、ただ死んだ恋人の亡骸にすがっ
て泣くばかりだった。以来、PC はその女性の泣き顔を忘れること
ができない。その後、 PC は上司が感染の危険性よりも教会における
昇進のための “ 手柄 ” を欲していたことを知った。以来、PC はライ
カンスロープもまた被害者なのかもしれないと思うようになり、粛
正するだけでなく平和的な解決法がないかと考えるようになった。

・ PC は過去にライカンスロープ狩りに参加し、その際に負った傷から
ライカンスロピーに感染したことがある。PC は仲間たちの手で粛
正されそうになったが、その直前にシルヴァー・フレイム教会の高
位のクレリックの手で治療された。その経験以来、PC は自分を救っ
てくれたクレリックのように、どのような境地であれ、助けを必要
とするものを救う為に努力することを誓った。ただし、それにはそ
れ相応の力が必要であることも理解している。

・ PC は思いがけずネブラに気に入られ、彼女と仲良くなるに至った。
しかし、その後にネブラがワーウルフであることを知った。教会に
属するものとしてライカンスロープを放置しておくことはできな
い。しかし、まだ子供の、それも心を通わせた相手を粛正すること
には大きなためらいを感じている。もし、ネブラが完全なライカン
スロープではなく、治すことが可能ならばそうするに超したことは
無いだろう。

・ PC は自分自身もライカンスロープに感染してしまう（冒険の導入
案の 1 つ「月と狩人」を参照のこと）。尚、この手法は 3 レベル以
上のパラディンには効果がないことに注意すること。



�

■オープニング：ハセリル駅

ブレイ湖での冒険が不発に終わった貴方たちはその夜をハセ
リルですごし、翌朝にシャーンへ戻ることにした。冒険の疲れ
か、それとも得るものが無かったことによる精神的な疲労の為
か、少し寝過ごしてしまったようだ。急いで仕度を整え、雨の
中をハセリル駅へ向かって走る。もうじき、シャーン行きのラ
イトニング・レイルが出発する時刻だ。やがて、ハセリル駅が
見えてきた。

　その時だ。目前に迫った駅から少女の悲鳴が聞こえた。見
ると、ハセリル駅へ入ろうとしていた親子連れを数人の武装し
た連中が襲っている。少女の悲鳴に、貴方たちは親子を救うべ
く現場へと駆けつけた。

遭遇 1：ハセリル駅を参照のこと。

襲撃された父娘を無事に助けられたら以下を続けること。

「ああ、丁度いい時に来てくれました。ありがとうございます、
助かりました」

貴方たちが助けたうちの、親と思われる男の方が口を開いた。
「ほら、ネブラ。お前もお礼を言いなさい」
男に言われて、その後ろに隠れるようにしがみついていた少

女が、少し怯えながらも顔を出すと、ぺこりと頭を下げた。
「・・・ありがとう」
と、その時だ。ライトニング・レイルの発車を告げるベルが

けたたましく鳴り響いた。
「ああ、いけない。出発の時間ですね。詳しい話は車内で。切

符は車内で手配します。今は急ぎましょう」

ライトニング・レイルに乗り込んだ貴方たちは、食堂車に場
所を移した。窓から外を見ると、ライトニング・レイルがゆっ
くりとプラットホームから離れるのが見える。輝く稲妻がライ
トニング・レイルと導線石との間を走り、車両を囲むようにリ
ングを形成する。輝く稲妻の輪を纏いながら、ライトニング・
レイルが出発した。

「改めてお礼を述べさせてください。私の名はベレンド・ブラ
ンド。この子は娘のネブラ。先ほどは危ないところを助けて頂
いて、ありがとうございます」

そう言って、ベレンド・ブランドと名乗った男は頭を下げた。
「もうお気づきのことかもしれませんが、先ほど私を襲った連

中は、翡翠爪騎士団の手のものです。実は、私は１０年前までは、
彼らと同じ翡翠爪騎士団の一員でした。一員と言っても、私は
研究者でして、戦うことは全くの専門外です。それでも、騎士
団の一員として、幾つかの計画に関わっていました。

しかし、１０年前に、ある女性と出会ったことがきっかけで、
翡翠爪騎士団を抜けました。彼女は、私に人を愛する心を教え
てくれたのです。私は騎士団よりも、彼女を選んだのです。そ
れ以来、この国で大人しく生活していたのですが、とうとう、追っ
手に見つかってしまいました。捕まる前に逃げようとしたので
すが、その前に襲われたところをあなた方に助けて頂いたので
す」

そう言って、ベレンドは深く頭を下げた。

もし、PC たちが更に尋ねてくるようならば、ベレンドは基本的に本
当のことを話す。しかし、自分の妻がライカンスロープであったこと、
そして、娘にもその兆候が現れ始めていることを話すことはない。

以下は、想定される質問と回答例である。

妻はどうしたのか？：「亡くなりました。数年前に、強盗に襲撃された
のが原因で」

妻の名前は？：「ローザ」
妻も翡翠爪騎士団と関係があるのか？：「妻は全く関係ありません」
何故、翡翠爪騎士団を抜けたのか？：「陰謀や殺しの計画に加わるのが

嫌になったからです。家族と静かに暮らしたかったのです」
何故、翡翠爪騎士団は貴方を狙うのか？：「脱走者を許してくれるほど

甘い組織ではありません」
10 年も追われていたのか？：「私はそれほどの重要人物ではありませ

ん。数日前、たまたま、街で昔の同僚の姿を見かけてしまったので、
その時に向こうも気づいたのでしょう。直ぐに切符を手配して逃げ
ようとしたのですが、その前に襲われてしまったというわけです」

まだ、襲われると思うか？：「判りません。気づかれた以上は追っ手が
かかる可能性は高いかもしれません」

何処へ行くのか？：「シャーンに」

ベレンドは PC に、シャーンまで護衛の依頼をする。
もし先に、PC たちの方から自分たちを護衛に雇わないかと持ち掛け

れば、ベレンドは少し考えてから、
「判りました。余り多くは出せませんが、1 人 100gp でお願いでき

ますか？」 と返答する。この際、〈交渉〉判定（難易度 15）に成功す
れば 150gp まで引き上げる。

報酬金額については、いずれの場合も同様である。

この間、ネブラの方はしきりに PC たちに話しかける。彼女はウォー
フォージドを初めて見る為、パーティにウォーフォージドがいる場合
は、やたらと興味を持って話しかける。「ねぇ、その鎧は脱がないの？」

「鎧の中には何があるの？」「おじさん・・・、それとも、おばさん？」「水
浴びをしたら、錆びちゃうの？」「ご飯、美味しい？　これも食べる？
　はい、あーん」などなど。

いずれの場合も、ブランド親娘は食事が終わると客席へ戻る。ベレ
ンド・ブランドは娘と同じ客車で、PC たちの客車の隣になる。

■ライトニング・レイルにて
その夜━━
ベレンド・ブランドの客室から叫び声が聞こえる。〈聞き耳〉判定（難

易度５）に成功したキャラクターは叫び声に気がつく。ベレンドの客
室へ行った場合、部屋には鍵が掛かっておらず、直ぐに開けることが
できる。扉を開けたら、以下を読むこと。

部屋の中には思いがけない光景が広がっていた。ベレンドが
犬・・・いや、小さな狼に襲われているのだ。狼はベレンドに
噛みつこうとしているが、後少しのところで牙が届かずにいる。
部屋にはベレンドと狼しか居らず、ネブラの姿は無い。

君たちが入ってくるのを見ると、ベレンドは叫ぶ。
「殺さないでくれ！　娘なんだ！」

ネブラに宿るライカンスロープの血はいよいよ目覚め、満月の夜に
狼へと変貌した。ネブラの精神は半分眠っており、獣の本能でのみ動
いている。幼いネブラは自分の変化が理解できず、変身能力も衝動的
なものに過ぎない。ネブラは変身している間の記憶をほとんど保持し
ていない。DM はエベロンにおける月の運行について、P.21「月の運行

－ 第一部 －
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と本シナリオの期間」を参照しておくこと。

遭遇 2：月の子の目覚め　を参照のこと。

ネブラを取り押さえることに成功した場合：
ベレンドはすぐに、荷物からスリープのエターナル・ワンドをとり

だし、狼になったネブラを眠らせる。その隙に、丈夫な革製の手かせ
と足かせを取り付ける。ネブラを完全に取り押さえることができたら、
以下を読むこと。

「すみません。助かりました」
ベレンド・ブランドが “ 娘 ” を寝台に載せて行った。

「皆さんに、お願いがあります。どうか、娘のことは黙ってい
ては貰えませんか？　既に察しのことと思いますが、娘はライ
カンスロープの血を引いているのです。私は純粋な人間ですが、
妻はワーウルフだったのです。いわば、ネブラはワーウルフと
人間の混血です。

今までは、ネブラにライカンスロープの兆候は見られません
でした。だから、私も安心していたのですが、最近になって、
満月期になると爪や犬歯が伸びるようなり、獣じみた唸り声を
あげるような発作を見せるようになったのです。ここまで大き
く変化したのは、流石に初めてだったので、みっともないとこ
ろをお見せしてしまいました。

幸い、娘の半分は普通の人間です。ひょっとすると、助けら
れるかも知れないのです。だから、どうか、このことは黙って
は頂けませんか？

いえ、寧ろ、あなた方のお力をお貸し願えませんか？　お礼
はもちろん追加してお支払いします。どうか、私たち親子を助
けて下さいませんか？」

聞かれれば、ベレンドは PC の質問に正直に答える妻や娘のことも含
めてである。想定される質問と、その回答例を以下に示す。

何故、助けが必要なのか？：「娘がこのような状態では、夜間、１
人で放っておくわけには行きません。そのうえ、翡翠爪騎士団
の追っ手がまだ来る可能性もあります。こうなると、私１人の
手には余ります。かといって、ライカンスロープ絡みとなると、
滅多に人には相談できません。何しろ、シルヴァー・フレイム
教会のライカンスロープ撲滅運動は有名ですから。事態を知っ
ているあなた方にしか頼めないのです」

ネブラを助けられると考える根拠は？：「ネブラは半分人間で、生
まれたときからライカンスロープの兆候があったわけではあり
ません。どうしてこのようになってしまったのか、私も手を尽
くして調べたのですが、一つ、興味深い現象がありました。そ
れは “ ラマニアの呪い ” として知られている極めて珍しい現象で
す。

“ ラマニアの呪い ” とはあるシフターに見られた症状で、ある
特殊なラマニアの顕現地帯で生まれたシフターが、顕現地帯の
影響により発生してしまったものです。その症状は、シフティ
ングの能力を使った時に、殆ど獣に近い姿にまで変化したとい
うものです。どうやら、シフターの中のライカンスロープの血
に作用する一種の超自然的な呪いのようなもののようです。こ
のような影響を及ぼす顕現地帯は恒久的なものとしては知られ
ておらず、一時的な顕現地帯の中に、極稀にそのような作用を
及ぼすものがあるそうです。そして、私たちの娘が生まれた場
所もまた、ラマニアの顕現地帯だったのです。

娘の生まれた場所が、“ ラマニアの呪い ” をもたらす顕現地帯
であったかどうかは定かではありません。それに、勿論、私の
娘はシフターではありません。しかし、純粋なライカンスロー
プでもありません。シフターよりもライカンスロープの血が濃
い分、より強い影響が娘に作用したのではないかと思うのです。
そして、これが “ ラマニアの呪い ” と同種のものであるならば、

呪いを解くことも可能なのです。」
“ 呪い ” を解く方法は？：「正確な方法は判りませんが、ウルフズ・パ

ウというエルデン・リーチにあるシフターたちの小さな集落があり、
そこに行けば判るでしょう。“ ラマニアの呪い ” についての記録は
殆どないのですが、呪いを解いたという唯一の報告がその集落であ
るからです。ただ、問題があって、呪いを解くのは限られた時期で
ないとできないようです。その時期というのが、ラマニアが隣接し
ているか、遠隔にある期間のみだそうです。折しも、今年のラマニ
アの隣接はイールの月の６日から 12 日まで、つまり、９日後には
隣接に入ります。それまでに、ウルフズ・パウに行かなければなり
ません。」

ウルフズ・パウまでどうやって行くのか？：「陸路で行ったのでは、と
てもラマニアが隣接している間に到着できません。飛空挺を使うし
か無いでしょう。ですが、飛空挺を何日もチャーターするだけの財
力は私にはありません。ただ、私が昔、翡翠爪騎士団から脱出する
時に手を貸してくれた ” フライング・ピッグ ” 号のキャプテンならば、
手を貸してくれると思います。よく、シャーンのグリッターダスト・
ナイトクラブにいるので、上手くすればそこで会えるでしょう。会
えないにしても、足取りは掴めると思います。」

妻がライカンスロープだと知っていた？：「結婚する前までは知りませ
んでした。実のところ、娘が生まれた時に初めて聞かされたのです。
妻も、娘にどのような影響がでるか不安がっていました。生まれた
ときは何の兆候も無かったのですが・・・。」

妻が死んだ本当の理由は？：「私が自分で見たわけではないので、はっ
きりとはしないのですが。６年前、妻が強盗に襲われて、半人半狼
の姿に変身してしまったそうです。その際に、強盗は倒したのです
が、シルヴァー・フレイムの騎士が強盗を追って来ていたらしく、
丁度、妻が強盗を倒すのを見てしまったそうです。その騎士は躊躇
う事無く、妻を斬り殺してしまったそうです。」（肩を振るわせなが
ら）

翡翠爪騎士団はこの件に関わりがあるのか？：「私とローザが初めて
あった時、私はまだ翡翠爪騎士団の一員でした。私が翡翠爪騎士団
を抜けることになった原因は、ローザがワーウルフであることを気
づかれたからです。彼らはローザを自分たちの戦力にしようと企み、
それを察した私はローザを連れて逃げたのです。ローザは既に亡く
なりましたが、彼らにネブラのことが知られれば、ネブラも利用し
ようとするに違いありません。それだけは絶対に避けなければなり
ません。」

“ 呪い ” が解けなかったときは？：「・・・今はまだ、そのことについ
ては考えたくありません。」

私、ライカンスロープに感染しちゃったみたい：「後天的なライカンス
ロープなら、治療できると聞きます。残念ながら、シルヴァー・フ
レイム教会は頼るのは危険でしょうから、クレリックに期待するの
は難しいでしょう。ジョラスコ氏族ならば、助けになってくれるで
しょう。あるいは、“ ラマニアの呪い ” を解く力のあるほどの人物
ならば、力になってくれるのではないでしょうか」

報酬は？：「昔からの蓄えがいくらか残っておりますので、なんとか一
人あたり 500gp は出せると思います。」
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■父親の願い
依頼を引き受けたとして、以下を読むこと。

ベレンド・ブランドの頼みは極めて厄介な依頼であった。子
供とは言え、ライカンスロープとなると、目を離すわけにはい
かないだろう。加えて、翡翠爪騎士団の追っ手がかかる可能性
もある。

何よりも、シルヴァー・フレイム教会に知られれば、ライカ
ンスロープ狩りの部隊が編成されるかも知れない。少なくとも、
教会が助けてくれる可能性はまず無いだろう。

しかし、貴方たちは依頼を引き受けた。そして、今、ライト
ニング・レイルは最初の目的地である “ 塔の街 ” シャーンに到着
しようとしている。

ライトニング・レイルがハセリルを発ったのはセレンドールの 25 日
の 7:00 である。

途中、ロートに３時間停車するため、シャーンに着くのは 26 日の
17:30 である。シャーンに着いたら以下を読むこと。

窓から暗くなり始めた空に浮かぶように、高くそびえる塔の 
数々が見える。数千フィートにも及ぶ高さの塔の数々は、まる 
で 1 つの巨大な建造物のように見える。

━━ “ 塔の街 ” シャーン。コーヴェア大陸最大の都市。
貴方たちの乗ったライトニング・レイルは、今まさに、シャー 

ンに到着しようとしていた。一風変わった雇い主とともに。

シャーンに着くとベレンドは直ぐに近場の宿に部屋を取る。彼は月が
昇る前に娘のネブラを寝かしつけ、夜のうちに暴れないように毛布の
上から寝台に縛り付ける。

ネブラには、自分が病気であり、夜中に発作を起こす為に縛っている
のだと説明している。ネブラは自分が変身したときの記憶は殆ど残っ
ていないが、彼女ながらに自分に何か異常があるのに気づいている。

彼女は父親を信頼しているが、自分に何が起きているのか理解できず、
怯えている。

もし、一部の PC と仲良くなっているようならば（例えばウォーフォー
ジドなど）部屋で休む前に、不安そうにその PC の方を見る。

ネブラを無事に部屋に置いて行くことができれば、ベレンドは「グリッ
ターダスト・ナイトクラブ」へ行こうと PC たちを誘う。そこで、友人
である ” フライング・ピッグ ” 号のキャプテン・アメリオに会う為である。

ただしベレンドは、ネブラを１人で置いて行くのはやはり不安なので、
もし可能ならば誰かに残って欲しいと頼む。

ベレンドはグリッターダスト・ナイトクラブには 20:00 頃に着くよ
うに出発する。

■グリッターダスト・ナイトクラブ
無数の塔が立ち並ぶシャーンの街並は、まさに “ 塔の街 ” の名

に相応しい。塔と塔とが橋で結ばれ、人々が行き来をしている。
グリッターダスト・ナイトクラブはファーストタワーからはずっ
と遠く、“ 高い ” ところにある。貴方たちは、飛空馬車に乗って
シャーンを渡る。シャーンを行き来するこの乗り物は、馬が動
かすわけではなく、魔法の力で空を飛ぶ。他所の街とは異なり、
縦に行き来することも多いシャーンでは欠かせない乗り物だろ
う。

マーク・タワーにあるそのクラブの名前は冒険者たちの間で
は有名だ。しかし、実際に入るのはこれが初めてだった。仕事
できたのでなければ、もっと良かったのだが。

ドアの前に立つホブゴブリンのバウンサに武器を預けると、

店の中へ入る。中は思っていたよりもずっと暗く、僅かに赤いク
リスタルを通してエヴァーブライト・ランタンが赤と紫の煌め
きをテーブルとキャビネットに投げかけているだけだった。南
側の壁はガラス製で、夜のシャーンの街並が窺える。数千フィー
トにも及ぶ無数の塔が乱立し、塔と塔とが幾つもの橋で結ばれ
ている。そこかしこに設置されたエヴァーブライト・ランタン
が夜のシャーンを照らしている。

この壮麗な夜景が見られることも、このグリッターダスト・
ナイトクラブの特徴の一つだ。勿論それだけではない。ダンス
フロアで踊りに興じるものもいれば、ゲームも楽しむものたち
もいる。探しているキャプテン・アメリオは、よくここでズィラー
ゴ・ダーツに興じているらしい。

グリッターダスト・ナイトクラブでキャプテン・アメリオについて
尋ねるとゲームをしている連中の中からグラマーウィーヴ製の衣服に
身を包んだハーフエルフが近づいてくる。以下を読むこと。

「キャプテン・アメリオを探しているって？　はっ、あの空飛
ぶ豚野郎か。さて、何処へ行ったかな」

その身なりの良い男は、人を馬鹿にしたような表情で言った。
「あいつにはちょっとばかり借金があるんだ。あんたらが立て
替えてくれるのなら、教えてやっても良いぞ。どうだい？　ダー
ツで一勝負といかないか？　おれが買ったら、お前たちはアメ
リオの借金５００gp を支払う。お前たちが勝ったら、あいつの
居場所を教えてやるよ」

ダーツ勝負を引き受けるならば、「遭遇３：ズィラーゴ・ダーツ」を
参照のこと。

ダーツで勝った場合、男は面白くない顔をして、「ちっ。今日はオラ
ドラも眠っているらしい。ついてないぜ。アメリオの奴なら、トロラ
ンポートのドック・タワ－で飛空挺の整備をしているはずだぜ。用が
あるなら、トロランポートへ行きな」と言い捨てて、カウンターへ向
かう。

負けた場合、パーティで 500gp か相当額のアイテムを支払うか、
もう 1 度勝負を挑むことができる。この場合、負けたら更に追加の
500gp をとられるが、勝った場合は 500gp を支払わずに済む（ただし、
アメリオの情報は得られない）。支払いはベレンドに任せることもでき
る。ただし、この場合、ベレンドからパーティへの報酬が相当額分減
ることになる。

もし、PC が彼の言葉（アメリオに金を貸しているという話）に対し
て〈真意看破〉（難易度 16）を試みるなら、判定に成功すれば、借金
の話が嘘であると分かる。この場合、男は嘘を詫びてから、「キャプテ
ン・アメリオなら、トロランポートのドック・タワーで、自慢の豚ちゃ
んを整備しているぜ」と教えてくれる。

その後、彼はズィラーゴ・ダーツで一勝負しないかと誘ってくる。
この場合は、一勝負 10gp で提案する。

キャプテン・アメリオの居場所が判明したら、以下を読むこと。

「トロランポート、ズィラーゴの首都ですか」
グリッターダスト・ナイトクラブの一席に座りながら、君たち

は今後の方針を相談する。
「リアランダー氏族の飛空挺を使うのが一番早いですね。シャー
ンからならば１日とちょっとくらいでしょう。娘のことを考え
ると、午前に出る便がいいですね」

－ 第二部 －
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■トロランポート行き飛空挺
翌朝、ベレンドは出発の仕度ができたら飛シャーンのドック・

タワーへと出発する。ドック・タワーには 10：00 にシャーン
を発つトロランポート行きの飛空挺が停泊している。ベレンド
親子と PC たちが乗り込むことになる飛空挺である。

以下を読むこと。

朝、早いうちから宿を出ると、飛空挺の発着するドック・タワー
へと向かう。ファイアー・エレメンタルを捕縛した炎のリング
が備えられた飛空挺が待っている。トロランポート行きの飛空
挺だ。ベレンドが、キャプテンに挨拶して、代金を払っている間、
貴方たちは飛空挺の甲板に立って、下を見下ろす。

「私にも見せてー」
ネブラが貴方たちの足を引張りながら飛び跳ねている。

「ネブラ、我侭を言って困らせてはいけないよ」
キャプテンとの話が終わったベレンドが戻って来た。

「船室に降りましょう。そろそろ出発です」

船室に降りずに、甲板に残っていることもできる。その場合は、以
下を読むこと。

後ろを振り返れば、炎の輪がゴウッっと凄まじい音を立てる。
飛空挺がゆっくりとドック・タワーを離れると、トロランポー
トへ向けて空を滑るように動き出す。風を切って進む飛空挺は
ライトニング・レイルほどの速度は出ないものの、人が１日か
ける行程を１時間で進む。しかも、地形の影響を全く受けず、
１日中進み続けることができる

天空まで塔がそびえるシャーンの街並が次第に遠のいていく。

飛空挺はセレンドール 27 日の 10:00 にシャーンを立ち、28 日の
14:00 にトロランポートへ到着する。

■トロランポート
ここでは、飛空挺 “ フライング・ピッグ ” 号のキャプテン・アメリオ

と会い、ウルフズ・パウへ向けて出発する。

「おーい、トロランポートが見えて来たぞー」
クルーの声に、乗客たちが飛空挺の甲板に姿を現す。飛空挺

の行く先に、ノームの国ズィラーゴの首都トロランポートが見
える。

都市の中心には “ 三執政の塔 ” が見え、港には様々な船が停泊
している。交易都市として、そして造船都市として有名なトロ
ランポートは、ノームたちの造船産業の中心地である。

やがて、飛空挺がドック・タワーに停泊すると、飛空挺を降
りる。塔から見下ろすトロランポートは、この街のもう１つの
姿を良く映していた。都市の至る所に運河が伸び、様々な橋が
通路を結んでいる。通りには行き交う人の姿でごった返してお
り、通路を行くよりも、ボートで運河を流れる方が余程早そうだ。

PC たちはドック・タワーの係官から、キャプテン・アメリオと ” フ
ライング・ピッグ ” 号について話を聞くことができる。PC がそうしな
くても、ベレンド・ブランドがそうする。係官は直ぐに ” フライング・
ピッグ ” 号が停泊しているドックを教えてくれる。

■フライング・ピッグ号
“ フライング・ピッグ ” 号は白いリングを備えた飛空挺だった。

さっきまで乗っていた船はファイヤー・エレメンタルをそのリ
ングに捕縛していたが、この船はエア・エレメンタルを捕縛し
ているらしい。その名前に反して、飛空挺にはどこにも豚を想
像させるような装飾は見られない。

「アメリオ！」
ベレンドが叫ぶと、甲板に立って何か指示してい男がこちら

を振り向く。
「おお、ベレンドか！　久しぶりだな」

キャプテン・アメリオは長身のハーフエルフの男性である。彼はベ
レンドからウルフズ・パウまで乗せて行って欲しいと頼まれると、軽
く肩をすくめて答える。

「ははぁん。おれを頼って来たってことは、トラブルだろ？　
いいぜ、構わんよ。丁度、明日には出航しようと準備していた
ところだったからな。積み荷があるんで、他にもよらなきゃな
らんところはあるんだが、ま、こっちは多少遅れたって問題無
かろう。先にウルフズ・パウへ行ってやるよ。出航は明日の朝
10:00 だ。それまでに来てくれよ。一緒にいるのは護衛か何かか
い？　あんたらも大変だな。そっちのちっちゃいのは娘さんか
い？　よろしくな」

PC たちはキャプテン・アメリオから話を聞くことができる。特に聞
きたいことが無いか、充分に聞いたら、ベレンドは今夜の宿を取りに
行こうと提案する。

基本的に、キャプテン・アメリオはベレンドの妻や娘については殆
ど知らない。彼はベレンドが翡翠爪騎士団の頃から知っているが、翡
翠爪騎士団でどのようなことをしていたのかまでは殆ど知らない。

翡翠爪騎士団を見なかったか？：「悩ましい質問だな。見たかも知れな
いし、見なかったかも知れん。少なくとも、おれが翡翠爪騎士団と
して知っている連中は見ていないな」（肩をすくめて）

ベレンドとはどんな関係か？：「昔の客さ」
何故、ベレンドが翡翠爪騎士団を抜ける時に助けたのか：「おれは空の

運び屋だぜ。仕事になれば何だって運ぶさ。」 
〈交渉〉（難易度 25）に成功すると：「まっとうなものから、あまり
大きな声じゃ言えないものまで色々さ。今回の目玉はアルカニック
スの連中から頼まれた荷物だな。何か実験に必要だとかで、他所の
国で手に入れたものを、ここを経由して持ち込もうって魂胆らしい」

不法品を扱っているのか？：「チッチッチ。規制品の類いは運んじゃい
ねぇよ。危険なものも扱うけれど、きちんと許可を受けたものだけ
だぜ」（〈真意看破〉（難易度 20）に成功すれば、実際には非合法す
れすれのものも扱っているらしいと察しがつく）。

もっと早く出航できないか：「無理言うなよ」
ハラス・マーテンという男に借金をしているだろう？：「マーテンだっ

て？　ははぁん、さてはあいつに１杯喰わされたな？　奴はよくそ
う言って、同業らしき冒険者風の連中から巻き上げているのさ。あ
んたらも引っ掛かった口かい？」（真実）

何故、“フライング・ピッグ ”なのか？：「いつも積み荷で一杯だからさ。
おれの可愛い空飛ぶブタちゃんだよ」

トロランポートの夜：
ベレンドは適当な宿を取って、トロランポートでの一夜を過ごす。

当然、夜はネブラから目を離さないようにするだろう。
もし、PC たちがネブラの見張りを付き合うならば、ベレンドは感謝

して礼を述べる。ネブラは夜になると、目に見えて憂鬱そうに見える。
もし、彼女と仲良くなった PC がいて、ネブラに話しかけるようならば、
彼女は元気に話しかけ、一緒に遊ぼうとするだろう。しかし、日が沈
む前にベレンドに眠るように言われ、寝付かされる。
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■翡翠爪騎士団、再び
翌朝、“ フライング・ピッグ ” 号に乗る為には、トロランポートのドッ

ク・タワーに行かねばならない。
飛空挺は地上に降りられない為、こうしたドック・タワーはかなり

の高さまでそびえている。塔は階段などを使って上り下りすることも
できるが、もっと簡単な方法として、ゴンドラを使うことができる。
ゆうに 10 人は乗ることのできる樫製の籠型のゴンドラが、カニス氏族
によって強化されたケーブルによって昇降され、地上とドッキング・
プラットホームとを行き来している。

以下を読むこと。

トロランポートのドック・タワーに着いた君たちは、丁度地
上に降りていたゴンドラに乗り込む。この 10 人乗りのゴンドラ
は、樫製の枝網細工の手すりが設えてあり、カニス氏族によっ
て強化されたケーブルで塔の上部から吊るされている。

貴方たちが乗り込むと、ゴンドラはゆっくりと上昇し始める。
眼下には朝の静かなトロランポートの運河が流れて行く。

と、その時、頭上を影がさした。見上げると、塔の上から人
影がゆっくりと振ってくる。それらは、貴方たちの乗っている
ゴンドラに舞い降りると、ぎらりと光る刃を抜いた。

襲撃者は翡翠爪騎士団のディマイズと部下である。彼女たちは塔 の
上部からベレンドらが来るのを待ち構えており、彼らがゴンドラに乗っ
ているところをフェザーフォールの呪文を使って強襲を仕掛けたので
ある。

遭遇４：ゴンドラの戦いを参照。

襲撃者を撃退すれば、あとは問題無く “ フライング・ピッグ ” 号に乗
ることができる。もし、ディマイズを捕らえることができた場合、ドッ
ク・タワーの係官に引き渡せば、彼らが警備兵に引き渡す。警備兵が
来るまで待てば、報奨金として 50gp が支払われる。トロランポート
は治安が整っており、警備兵は数分と掛からずに到着する。

無事に、“ フライング・ピッグ ” 号に乗り込むと、キャプテン・アメ
リオが出航を命じる。

以下を読むこと。

キャプテン・アメリオの号令に応じて、“ フライング・ピッグ ”
号は軽快に滑り出した。エア・エレメンタルを捕縛したリング
は風をまとい、轟々と音を立てて飛空挺を推進させる。

“ フライング・ピッグ ” 号はその名に似合わず、小気味よいく
らい軽快に空を行く。飛空挺はコーヴェアの南部から、北部へ
向かって飛び立った。

■生粋の放火魔
トロランポートを発って２日目、イールの月の２日から、イリアン

が隣接状態になる。また、この日の正午に、“ フライング・ピッグ ” 号
にちょっとしたトラブルが発生する。

“ フライング・ピッグ ” 号の船倉には、アルカニックスへ送られる予
定の積み荷がある。この箱には活動停止状態にされたリヴィング・フ
レイミング・スフィアーが封じられている。しかし、イリアンが隣接
した影響で、リヴィング・フレイミング・スフィアーを活動停止状態
にしていた魔法が弱まり、この生粋の放火魔は目を覚ました。

キャプテン・アメリオは「実験材料」とだけ話を聞いており、あと
は大金を受け取って口を閉じている。“ フライング・ピッグ ” 号の乗員で、
この中身を知っているものはいない。

トロランポートを発って２日目。イールの月の２日のことで
ある。客室より下にある船倉の方から、

「火事だー！　船倉で火が上がったぞー！」
という声が上がり、クルーが大慌てで下層へ降りて行く。

階下へ降りると、積み荷の収納されている主要の船倉の扉が開いて
おり、中から明かりが漏れている。船倉の奥では何かが動いているの
が見える。PC たちが階下へ降りるようなら、押したところで、降りな
いようであれば客室までキャプテン・アメリオがやって来て、PC たち
に声をかける。

「あんたら、ちょっと頼みがある。船倉で火をつけ回っている
やつがいるんだ。あんたらの力で何とかできないか？

おれの部下たちじゃ、奴さんの相手はできそうにねぇんだ。
頼むぜ。早くしないと、おれの “ フライング・ピッグ ” 号が焼豚
になっちまう」

キャプテン・アメリオと彼の部下は火が広がらないように、また、
まだ燃えていない積み荷を救おうと奮闘している。

“ 放火魔 ” の正体をアメリオは知らない。もし、PC に尋ねられても
彼は「“ 放火魔 ” が何か知っていたら、おれの “ フライング・ピッグ ”
号に乗せたりなんかしねぇよ」としか、答えられない。また、何処か
ら来たのかの予測はつくが、今は一刻も早く火を消し止めたいと考え
ている。このため、他のことを聞こうとしても、「すまんが、今は火を
消すことが先決だ。話は後にしてくれ」としか答えない。

遭遇５：天然放火魔を参照。

パーティがリヴィング・フレイミング・スフィアーを倒したら、キャ
プテン・アメリオはクルーに命令して、直ぐに残りの消火作業を命じる。
船倉の状況を確かめてから、彼は PC たちの方へ向き直ると、礼を言う。
以下を読むこと。

「ふぅ、助かったぜ。ありゃ、多分、アルカニックスに運ぶ予
定の積み荷の中身だな。その箱だけが唯一内側から焼かれてい
たからな。しっかり封印してあるから安全だとかなんだか言っ
ていやがったけれど、とんでもねぇぜ。まったく、魔術師ども
の言うことはあてになりやしねぇ。

兎に角、あんたらのお陰でおれたち全員助かったってわけだ。
ありがとよ」

PC の誰かが、この件に対して報酬を要求した場合、アメリオは以下
のように答える。
「おいおい、こっちは親切であんたらを乗せてるんだぜ？　それに、

船の上での危険はここにいる皆の危険さ。持ちつ持たれつってやつだ
よ」

もし、PC が納得のいく理由を述べながら更に交渉した場合は、〈交渉〉
判定（難易度 15）に成功すればアメリオはパーティに対して 100gp
を報酬として支払う。

難易度 20 を超えた場合は 150gp の報酬を支払う。DM は理由の内
容に応じて〈交渉〉判定にボーナスを与えても良い。

－ 第三部 －
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■ウルフズ・パウまでの旅
トロランポートからウルフズ・パウまでは “ フライング・ピッグ ” 号

で３日と６時間かかる。イールの１日、10:00 にトロランポートを出
発すれば、４日の 16 時に到着する。

到着までの様子として、以下を読むこと。

トロランポートを発ってから３日目、眼下に広大なガリファー
湖が見え始める。西に目をやると、深く広大なタワリング・ウッ
ドが目に映る。12 の月に照らされて、タワリング・ウッドの高
台に聳えるドルイドの天文台が見える。

トロランポートを発ってから４日目。“ フライング・ピッグ ” 号はガ
リファー湖を超えると、やがて、豊かな農園地帯が見えてくる。その
中心に、小さな集落、ウルフズ・パウが見える。

■ウルフズ・パウにて
“ フライング・ピッグ ” 号はウルフズ・パウから少し離れた広場に止

まる。飛空挺はそのリングの為、大地に降りることができない為、PC
たちとブランド親娘はロープで繋がれたカーゴに乗って、飛空挺を降
りることになる。

ウルフズ・パウは、珍しいシフターたちからなる集落である。彼ら
は農業と狩りを営んで生活している。余所者がこの集落にやってくる
ことに、彼らは警戒心を抱いている。

以下を読むこと。
君たちが集落に近づくと、君たちに気がついた集落の住人た

ちの何人かが、奥へと走り去って行った。やがて、君たちが集
落の直ぐ近くまで来たとき、奥から他の住人たちを連れて１人
の女性がやって来る。

この集落の住人たちは明らかに全員がシフターのようだ。彼
らは余所者である君達に警戒心を抱いているようにも見える。

君たちが近づくと、彼らを率いているらしき女性が口を開い
た。

「ようこそ旅のかた。私はここの代表者でスララといいます。
失礼ですが、我らがウルフズ・パウを訪れた理由をうかがって
も良いですか」

PC たち、あるいはベレンドが事情を話すと、スララは手近の１人に
「ローガンを呼んで来て」と言い、それから PC たちに向き直って、「私
の家へどうぞ」と案内する。

スララの家は、簡素だがしっかりとした作りである。彼女が PC たち
を家まで案内するのと同時に、１人の男性のシフターがやってくる。

以下を読むこと。
「彼はローガン。この村のドルイドです。ローガン、彼らは “ ラ

マニアの呪い ” について調べに来た旅の方たちよ」
「ラマニアの呪い？」
ローガンと呼ばれた男が首を傾げた。

PC たちにシフターがいる場合：「君が “ ラマニアの呪い ” に掛かってい
るのかい？」

PC たちにシフターがいない場合：「君たちに何の関係があるのかな？」

PC たちが正直に事情を話す場合、ローガンらは驚くが、PC たちを
信用する。PC たちがベレンドに判断を委ねる場合、ベレンドは娘に聞
かれないように、娘を PC の誰かに預けて遠ざけてから本当のことを話
す。この場合も、ローガンたちは信用する。

PC たちが本当のことを話さない場合、〈交渉〉判定（難易度 20）に
成功するか、もしくは、もっともらしい嘘で取り繕う（〈はったり〉難
易度 20）かしなければ、信用されない。（プレイヤーが説得力のある

説明やはったりを述べたなら、それに応じて状況ボーナスを与えてよ
い。）

　もし、２人の信用を得られない場合、彼らは、
「申し訳ありませんが、お力にはなれません。お帰り下さい」
と言って、PC たちを追い返す。この場合は、ベレンドが追いすがって、

本当のことを話す。

スララとローガンの信用を得ると、スララは「少し待っていて下さい」
と言って、家の奥へ引っ込む。〈聞き耳〉判定（難易度 15）に成功すれば、
奥で誰かと何かを話しているらしい声が聴こえる。しばらくして、彼
女は戻ってくる。

以下を読むこと。
「残念だけど、ここには貴方たちを助けられる人はいないわ。

ローガンにも “ ラマニアの呪い ” を解呪するだけの力は無いの。
でも、代わりに、貴方たちを助けられるかも知れない人なら教
えることならできます。

ここから南東に 30 マイルほどいくと小さな森があります。そ
の森を更に 20 マイルほど奥へ行くと “ 黄昏の門 ” と呼ばれる場
所に着くでしょう。そこでなら、貴方たちの力になってくれる
人を探せるかも知れない。“ 黄昏の門 ” がどんな場所かは私も言っ
たことが無いので知らないのだけれど、一目見れば判るくらい
“ とても変わったところ ” だそうよ。

ただ、“ 黄昏の門 ” はラマニアが隣接している間しか開かない
そうです。それが過ぎたら、門は閉じてしまうのだとか」

スララの後をついで、ローガンが口を開いた。
「ラマニアの隣接は１週間続くから大丈夫だろう。今夜は、私

の住まいで休んで行くと良い。これほど立派な家ではないが、
夜露を避けるには充分だ」

もし、ベレンドか PC たちが本当のことを伝えていれば、ローガンは
付け加えてこう言う。

「それに、明日からは満月期も終わる。その方が旅もしやすくなるだ
ろう」

PC たちはスララとローガンから話を聞きたがるかも知れない。２人
は答えられる範囲で答えてくれるが、その必要がないと感じたことま
では答えない。以下は想定される質問と回答例である。
　
“ 黄昏の門 ” は危険なのか？：「特に危険だということは聞いた事があ

りません。ただ、我々が近づかない分、森の他の住人たちが潜んで
いる可能性はあります」

“ ラマニアの呪い ” を解呪するには特定の期間でなければならないと聞
いたが？：「私も詳しいことは存じません。ただ、“ 黄昏の門 ” に行
くにはラマニアの隣接している時期である必要がありますから、そ
のことを指しているのかもしれません」

今までに “ ラマニアの呪い ” を解いた人はいるのか？：「あります。６
年前に１人。冒険者の方でした。その人は、呪いが解けたら、直ぐ
に出て行かれました」

最近、他に誰か訪れた者はいるか？：「ここを尋ねる人は滅多にいませ
ん。ここ最近では貴方たちくらいです」

さっき、家の奥で誰かと話していたようだが？：「はい、私の祖父です。
失礼をお詫びします。祖父は余り人前には出たがりませんので、私
が代弁しました」
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■黄昏の門
“ 黄昏の門 ” はウルフズ・パウから徒歩で５日ほどかかる。農園地帯

を２日ほど進むと、森に辿り着く。“ 黄昏の門 ” は森に入って 20 マイ
ルほど行ったところにある。森の中には道がなく、移動速度は半分に
なる。森の中で、“ 黄昏の門 ” を探すのは難しい。しかし、夜になると、
見つかりやすくなる。

移動速度 30 フィートならば、ウルフズ・パウを出て３日目の夜（遅
れなければ、イールの８日）に、20 フィートならば、５日目の夜（遅
れなければ、イールの 10 日）に、“ 黄昏の門 ” に近づく。なお、ネブ
ラを自分で歩かせる場合は、移動速度は 20 フィートになる。

真直ぐに南東の方向へ進むには、〈生存〉判定（難易度 15）の判定
に成功する必要がある。判定を毎日行うこと。〈生存〉技能が５ランク
以上あれば、自動的に北が判るため、農園地帯では迷うことが無いが、
森の中では判定を行う必要がある。

移動力が 30 フィート以上であれば、森の中での〈生存〉判定に１回
成功した段階で、“ 黄昏の門 ” に辿り着く。20 フィートであれば、〈生存〉
判定に２回成功する必要がある。失敗した場合、余分に１日を森の中
で彷徨う。

森の中で 1 時間過す毎に 10％の確率で遭遇が起こる。遭遇が起きた
場合は以下の遭遇表で d%を振って遭遇の内容を決めること。

  d％  遭遇内容
1-15  ウルフ   1d4
16-25  ダイア・ウルヴァリン 1
26-35　 ダイア・ウルフ  1d2
36-50　 地下竜教団メンバー 2（＊ 1）
51-60  ドライアド  1d2
61-70  ドルイド（1-3 レベル） 1d2（＊ 2）
71-80  ブラウン・ベア  1
81-90  ホリッド・ラット  1d8（＊ 3）
91-100  ラット・スウォーム 1

＊ 1：地下竜教団メンバーのデータは遭遇：6 の地下竜教団メンバーと同じデータを使用すること。
＊ 2：ドルイドは門を護る者に属する。パーティに異形がいなければ攻撃してくることは無い。
＊ 3：EWG P.295-296 を参照のこと。

黄昏の門に到達した段階で、以下を読むこと。

日も沈み初め、暗くなって来た森を歩く。距離的にはもう “ 黄
昏の門 ” とやらについていいころだろう。しかし、森の中で、目
印も無しに特定の場所を探すのは難しく感じる。

と、その時、視界に光が見えた。見ると、森の奥に何かはっ
きりとした明かりが見える。貴方たちは明かりを目指して進ん
で行く。やがて、前方に開けた地が見えてくる。

それは確かに奇妙な風景だった。森の中のぽっかりとした空
白地に、金属の支柱がぽつんと発っており、その先端にエヴァー
ブライト・ランタンが明かりを放っている。

そのランタンよりも手前には、これまた奇妙な集団がいた。
フードを被った人影が生贄と思われる動物を祭壇に捧げており、
その近くには小柄で不気味な怪物が立っている。祭壇の近くに
は両肩から触手の生えた奇妙な生き物がいる。その生き物は真
直ぐに君たちの方を向いている。そのやつれた生き物は目のあ
るはずの部分には何も入っていない。にもかかわらず、奇妙な
優雅さを醸し出していた。

“ 黄昏の門 ” の近くにいるのは地下竜教団と彼らとともに活動してい
るドルガントとドルグリムである。彼らはドルガントの疑似視覚によ
り PC たちの接近に気がついており、新たな生贄の登場を待ちわびてい
る。

遭遇６：“ 黄昏の門 ” と地下竜教団を参照のこと。

地下竜教団を追い払うと、“ 黄昏の門 ” のエヴァーブライト・ランタ
ンに近づくことができる。

■ ”黄昏の森 ”ラマニア
ラマニアが隣接している間に、エヴァーブライト・ランタンの支柱

から５フィート以内に近づくと、そのキャラクターは “ 黄昏の門 ” を通っ
て、“ 黄昏の森 ” ラマニアへ移動する。

既に、ラマニアの隣接が終わってしまっている場合、最早、“ 黄昏の
門 ” は何も反応しない。

誰かがラマニアへ入ったら、以下を読むこと。

エヴァーブライト・ランタンの支柱に近づいた時、ふと周囲
が明るくなるのを感じた。一瞬、目が眩んだが、直ぐに視界を
取り戻し、周囲を見る。そこはなだらかな草原地帯で、直ぐ近
くに集落が見える。

「お客人とは久しぶりだの」
背後の声に、驚いて振り向く。見れば、15 フィートほど後ろに、

背の高い男が立っていた。

ウォーフォージドのみがラマニアへ入った場合、以下のように続ける： 
「ほっ。野良ゴーレムとは珍しいの。こんなところに何をしに来た」

ウォーフォージド以外か、ウォーフォージド以外の人型生物がラマニ
アに入った場合、その男は以下のように続ける： 

「“ 黄昏の門 ” を通って来たということは、おまえさんたちもライカ
ンスロープかい？」

PC が友好的に接触するようならば、男は自己紹介をする。彼はヴァ
ルダーという名のワーウルフで、ここはエベロンではなくラマニアで
あると説明する。

この地はかつて、ライカンスロープがシルヴァー・フレイム教会の
狩りの手から逃れる為に移住した地である。シルヴァー・フレイム教
会も、直接影響がないことから、他次元までは追って来なかったため、
ラマニアには多くのライカンスロープが暮らしている。

　以下は、ヴァルダーへの想定される質問と回答例である。

貴方は誰？：「わしはヴァルダー。この集落のものだ。」
ここは何処？：「ここはラマニア。“ 黄昏の森 ” と呼ばれる次元界だ。

おまえさんたちは、門を通ってここへやって来たのだろう？」
黄昏の門とは何なのか？：「あのランタン自体は只の目印だ。ラマニア

とエベロンが隣接する時、２つの次元界を行き来することができる
ようになる場所が発生する。その１つが、あそこなのだ。 
“ 黄昏の森 ” ラマニアへ至る場所という意味であの場所を “ 黄昏の門 ”
と呼んでおる。 
あれは、かつてわしらの先祖がコーヴェアを追われた時、安住の地
を求めてここへやって来た時に使われた場所でな。あの支柱は後を
追ってくるやも知れぬ仲間たちの為に建てたものだ。」

貴方はライカンスロープか？：「その通り。この集落には、ワーウルフ
たちが集まっている。おまえさんたちは違うのかい？」

コーヴェアに戻る気はあるか？：「わしらはここで平和に暮らしておる。
今更戻る気は無いの。」

シルヴァー・フレイムを憎んでいるか？：「直接襲われた連中の中には
憎んでおるものもおるだろうが、わしらくらいになると、直接の被
害を受けておらんしの。 
それに、ここには連中は居らん。気にする必要も無いわ。」

私たちは “ ラマニアの呪い ” を解きに来たのだけれど？：「ラマニアの
呪い？　あれはシフターにのみ見られる症状だが。どういうことか、
詳しく話を聞かせてもらえるかの？」

PC たちがここへ来た目的を話すか、さもなくばベレンドが話した場
合、ヴァルダーは顔を顰めて、以下のことを話す。。

「そうか、ローザは子どもを残して逝ったのか。しかも、その
子にもワーウルフの血がでたか・・・。残念だが、その子を治
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療する術は無い。シフターの場合と異なり、その子は完全なラ
イカンスロープとして目覚めつつあるようだ。最早、留めるこ
とは叶うまい。」

そのうえで、想定される質問と回答例を示す。

ローザを知っているのか？：「知っとるぞ。わしの従妹だった。10
年前に禁を破ってコーヴェアへ行き、ついに戻らなかった子だ。
そうか、向こうで子を作っのか。」

ネブラは “ ラマニアの呪い ” ではないのか？：「何とも言えんな。本来、
ライカンスロープとなるわけではなかったはずが、シフターに “ ラ
マニアの呪い ” を及ぼすのと同じ効果がその娘に作用して、目覚め
たのかもなぁ。しかし、その娘はシフターじゃあない。ライカンス
ロープの血が濃いゆえ、完全なライカンスロープとして、目覚めよ
うとしているのだろうさ。」

彼女を人間にすることはできないか？：「それができれば、シルヴァー・
フレイム教会のライカンスロープ狩りも、わしらがここに追われる
ようなことも無かったんじゃないかねぇ。」

門を閉じることはできるのか？：「わしらの技では無理だなぁ。そもそ
も、これはラマニアとエベロンが隣接する時に自然と繋がるものだ。
わしらが作ったわけでは無いからの。」

ネブラはどうするのが良いと思う？：コーヴェアに戻っても、辛いだ
けだろう。わしらと共に過すのがその娘の為だろう。もし、どうし
ても、コーヴェアで共に暮らしたければ、まず、彼女にワーウルフ
としての完全な覚醒を促し、自分の意志で変身を制御させ、人を傷
つけないように教え込むしかあるまい。そうすれば、簡単には気づ
かれずに人間社会に紛れて暮らすことができるかも知れん。」

■結末
ネブラの症状について聞けることを聞くと、ベレンドはガックリと

うなだれる。彼は PC たちに「どうするのが良いのでしょう？」と助言
を求める。

ベレンドにとって、ローザ亡き今、ネブラは彼の全てである。コーヴェ
アに戻れば、翡翠騎士団の追撃と、ネブラがワーウルフだと知られた
途端にシルヴァー・フレイム教会に追われることになるのは間違いな
い。（それでもエベロンにライカンスロープが、まったくいないわけで
はない。EWG P.303「ライカンスロープ」の項を参照。）

ここでネブラにワーウルフであることの自覚を促して、人を傷つけ
ないように教えてからコーヴェアに戻り、人間として生きて行く道は
ある。一方で、ラマニアに残る選択もある。

PC たちも、特にシルヴァー・フレイム教会の関係者がいる場合は、
どうするかを決める必要がある。この場合に重要な点は、シルヴァー・
フレイム教会は人間の次元界ではないラマニアでライカンスロープが
生きて行く分に関しては、殆ど関心を示さないことである。彼らが護
るべきは、エベロンに居住する一般の人々であるからだ。

しかしコーヴェアに戻るとなると、どう思うだろうか？ PC にシル
ヴァー・フレイム教会の一員がいる場合は、そのキャラクターなりの
結論を出す必要があるだろう。

また、エベロン ( とその周囲の次元界 ) におけるライカンスロープの
ワーウルフが、悪属性とは限らない点に注意すること。なお、この集
落に住むワーウルフも大部分が善の属性である。

ベレンドは娘が人間には戻れないと知って動揺しており、PC の助言
を欲する。

ベレンドはネブラを預けてエベロンへ戻り、解決策を探す：PC とのや
り取りの結果、ベレンドはネブラをヴァルダーに預けてコーヴェア
へ戻る。彼は失意と悲嘆にくれながらも、約束の報酬を PC たちに
支払い、さらなる解決を求めてか、何処かへと去って行く。

 
「ネブラをエベロンで幸せにしてやることが、ライカンスロープの

仲間と別れ、私と添い遂げてくれたローザの弔いになる思います。
だから私はあきらめません。」

親子はやはり、２人でコーヴェアへ戻る：PC とのやり取りの結果、ベ
レンドとネブラが共にコーヴェアへ戻ることになった場合、彼らは
ラマニアとエベロンが隣接している間中、ここに留まってライカン
スロープについて学び、期限のぎりぎりにラマニアを去ることにす
る。ベレンドは PC たちに報酬を支払うと、娘を連れて何処かへと去っ
て行く。もし、ラマニアとエベロンの隣接期間が残っていない場合、
ヴァルダーはライカンスロープについて重要なことをいくつか口頭
で教えることしかできない。この場合でも、やはり、ベレンドとネ
ブラはコーヴェアへ戻ることになる。 
ネブラは依然として、自意識の無いままに変身する可能性が残って
いる。

 
「私は必ず、この子と共に解決方法を見つけ出します。」

＊ DM 用情報：ここまでの２つのいずれかの結末では、DM は次の物
語 ( シナリオ ) を用意できます。ベレンドとネブラに協力し、ライ
カンスロープを治療する方法を求め、ライカンスロープの力を狙っ
たり、命を狙う輩から彼女らを守る冒険を。( ネブラはライカンス
ロピーに感染したわけではない為、通常の手段では治療することは
できない。彼女を人間とするには、特別に神秘的な地への探索行が
必要となるだろう。『プレイヤーズ・ハンドブック II』の種族の再構
築（テンプレートの再構築）のルールが良い例となるだろう。) 
ただしシナリオを作成する際に、ネブラがライカンスロープとして
の自身を律することができるとしても、シルヴァー・フレイム教会
の追撃が緩むことはないことに注意。シルヴァー・フレイムが問題
視するのは、「ライカンスロープの呪い」による感染であるためです。

( ライカンスロープの ) 先人にならい、親子ともにラマニアに残る：ベ
レンドとネブラが共にラマニアに残る ( 移住する ) 場合は、ベレン
ドは約束の報酬に色を付けて（彼にとっては最早、コーヴェアの金
銭は必要ないから）１人あたり 600gp を支払う。PC たちは２人を
残して、ラマニアを去ることになる。（ベレンドとネブラの今後に
ついて、PC たちが意見を確定できない、まとめられない場合、ベ
レンドは己の判断として最後にはこの選択をする。この選択したら、
事後のことに PC が協力を申し出ても、彼は断る。）

いずれかの結論が出たところで、このシナリオは終了である。
 

＊ DM 用情報：結論と２人の NPC については、DM はある程度の時点
で線引きをして、シナリオの幕を下ろすことを意識すること。PC
の語り合いが長引くようなら、親子は２人してラマニアに残る選択
をする。
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■関係する次元界の隣接について
イベント１：イリアンの隣接

イールの２日になると、イリアンが隣接する。イリアンの隣接はイー
ルの 11 日まで続く。

イリアンが隣接すると、太陽はより光り輝き、色彩は鮮やかになり、
より激しい感覚がもたらされる。イリアンが隣接している間、正午を
含む１時間の間、以下のような影響がある。

・ 正のエネルギーを使用する呪文は術者レベルが１つ高くなる。
・ クレリックは実際よりも１レベル高いものとして、アンデッド退散

を行うことができる。
・ フライング・ピッグ号のリヴィング・フレイミング・スフィアーが

活性化し活動を始める（遭遇５を参照のこと）

イベント２：ラマニアの隣接
イールの６日からラマニアが隣接する。ラマニアの隣接はイールの

12 日まで続く。

ラマニアが隣接すると、損なわれていない自然のある地域では、植
物はより青々と茂り、動物はより多くの子を産むようになる。

このシナリオ内では、ウルフズ・パウの近辺ではより農作物が茂る
ようになり、“ 黄昏の門 ” のある森で、青々と茂った植物を目にするだ
ろう。また、動物たちが活発に行動するのを目撃することになる。

ラマニアが隣接している間、サモン・ネイチャーズ・アライの呪文
は自動的に《呪文持続時間延長》を適用したかのように、持続時間が
延長される。

エベロンにおいての次元界については EWG P.92 参照。

■ノン・プレイヤーキャラクター
ベレンド・ブランド

ベレンド・ブランドはカルナスの出身で、かつては翡翠爪騎士団に
所属した。だが騎士団の実情を知るにつれ、彼の心は騎士団から離れ
て行った。ベレンドがローザと出会ったのはそのようなときであり、
ローザを利用しようとする騎士団に見切りを付け、彼女を連れて逃走
した。ローザ亡き今では、彼の宝は娘のネブラのみである。ネブラの
幸せが彼の最大の望みとなっている。

ベレンドは騎士団員の際に入手したスリープのエターナル・ワンド
を持っている。ネブラが変身するようになってからは、必要とあれば
ネブラを眠らせる為にこのワンドを使う。

ベレンド：中型サイズの人間　メイジライト 2；脅威度 1；ヒット・
ダイス ２d ４＋４（12hp）；イニシアチヴ＋１；速度 30 フィート；アー
マークラス１４（接触 11、立ちすくみ 13）；基本攻撃ボーナス／組み
つき　＋１／＋１；属性　中立にして善；セーヴ　頑健＋ 1、反応＋
1、意志＋２；【筋】10、【敏】12、【頑】14、【知】14、【判】11、【魅】
10；特技：《追加 hp》

　技能：〈呪文学〉＋７、〈知識（宗教）〉＋７、〈知識（地域）〉＋７、
〈知識（地理）〉＋７、〈精神集中〉＋７

　言語：共通語、ゴブリン語、ドワーフ語
　呪文（３／２、セーヴ難易度１２＋呪文レベル、呪文失敗率

１５％）：０レベル━アーケイン・マーク、メンディング、ライト；１
レベル━アラーム、ホールド・ポータル

　所持品：スタデッド・レザー、エターナル・ワンド（スリープ）、
レター・オヴ・クレジット、身分証明書（偽造）

ネブラ・ブランド
ネブラはベレンドとローザの娘であり、ライカンスロープの血を引

いている。彼女は人間とライカンスロープの混血であり、シフターで
はない。彼女の中のライカンスロープの血は成長するにつれ濃くなり、
このままではいずれ、完全なライカンスロープになるだろう。

実際には、ネブラの “ 変化 ” はシフターに見られる “ ラマニアの呪い ”
と同じものである。しかし、シフターよりもライカンスロープの血が
濃いネブラには、“ ラマニアの呪い ” はより強く顕在化し、ネブラを次
第に生来のライカンスロープへと変えていく。

子供であるネブラは自分がライカンスロープであることに気がつい
ておらず、感染者のように満月の影響で変身する。彼女はまだ幼く、
変身したとき普段の彼女の意識は保てない。もしネブラが、自分がラ
イカンスロープであることを自覚し、他のライカンスロープから意識
を保つ術を学べば、やがては完全に変身を制御することができるよう
になるだろう。

ネブラの狼形態でのデータは「遭遇２：月の子の目覚め」を参照の
こと。

ローザ・ブランド
ベレンドの妻で、ネブラの母親。先天性ライカンスロープのワーウ

ルフであり、“ 黄昏の森 ” ラマニアに逃げ延びたライカンスロープたち
の子孫。

彼女はラマニアがエベロンに隣接した際に “ 黄昏の門 ” を通ってエベ
ロンへとやって来た。彼女の祖先たちの故郷であるエベロンを一目見
る為であったが、ベレンドと出会い、ライカンスロープであることを
隠したまま、その時はまだ翡翠爪騎士団に所属していたベレンドと結
ばれ、エベロンに残る。正体については、娘のネブラが生まれた際に
ベレンドに告白したが、ベレンドは受け入れた。

騎士団から抜けたベレンドと共にブラックピット村で暮らしていた
が、強盗を撃退した際にワーウルフの力と姿をシルヴァー・フレイム
教会のパラディンに見咎められ、そのパラディンに命を奪われた。

ディマイズ
ディマイズは翡翠爪騎士団の一員で、ベレンドを追う追っ手のリー

ダーである。彼女は危険になると迷わずに逃走を図る。
ディマイズに関してより詳しい情報は EWG P.250 を参照。このシナ

リオに登場するディマイズは４レベルのデータである。

キャプテン・アメリオ
キャプテン・アメリオは飛空挺“フライング・ピッグ”号の船長であり、

運び屋を営んでいる。彼は飛空挺ギルドからは独立して仕事を請け負っ
ている。

キャプテン・アメリオのデータは一般的なリランダー氏族の船乗り
（EWG P.239 参照）と同様だが、《頑健無比》の代わりに《最下級ドラ
ゴンマーク》を持っている。

スララとローガン
スララはシフターの女性で、４レベルのレンジャーである。ローガ

ンは " 森の監視人 " と繋がりを持つ２レベルのドルイドである。彼らに
ついては、EWG P.148 を参照。

ヴァルダー
ヴァルダーは中立にして善の属性を持つワーウルフである。彼はロー

ザの従兄であり、襲われない限りは自分から人間を攻撃することは無
い。時に彼らは狼の姿で狩りに出かけるが、ラマニアにおける彼らの
獲物は、この次元界に生息する動物たちである。

ヴァルダーのデータは、その属性を除いて、MM にある一般的なワー
ウルフのものと同様である。

－ データ・セクション －
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 ■私は知っている！
シナリオ本文中で、青字で記載された項目について、PC は〈知識〉

判定の結果により、以下の情報が得られる。EPG が用意できる場合は
そちらを参照のこと。

翡翠爪騎士団：
〈知識（歴史）〉（カルナス出身のキャラクターは＋５のボーナス）
難易度 15：翡翠爪騎士団は最終戦争の最中に、当時のカルナス国王

カイウス一世に忠実に使える騎士団として創設された。しかし、王
国歴 980 年に騎士団はカイウス三世の命で解散した。現在の騎士団
は地下に潜り、テロリスト集団としてカルナス、そしてコーヴェア
の各地で暗躍している。(EWG P.241)

ライカンスロープ：
エベロンにおけるライカンスロープは属性が固定されていない点を

除いて、通常のライカンスロープと同様である。
ライカンスロープについて、〈知識〉判定の結果に応じて、以下の情

報が得られる。

〈知識（地域）〉
難易度 10：動物に変身できる人型生物や巨人をライカンスロープと呼

ぶ。彼らは満月の夜に変身する。
難易度 15：ライカンスロープは通常の武器では傷つけ難いが、銀なら

ば傷つけることができる。
難易度 20：ライカンスロープには生来のライカンスロープとライカン

スロピーが感染した後天的なものとが存在する。生来のライカンス
ロープは、その噛みつきによって、ライカンスロピーを他の人型生
物や巨人に感染させる。ウォーフォージドや健全なる肉体を得た３
レベル以上のパラディンならば、感染することは無い。

〈地域（宗教）〉（シルヴァー・フレイムの信者は＋５のボーナスを得る）
難易度 10：ライカンスロープは、かつてシルヴァー・フレイム教会によっ

て狩られ、現在ではほぼ絶滅している。
難易度 15：〈知識（地域）〉の難易度 20 で得られる情報（のみ）が、

得られる。
難易度 20：ライカンスロピーに感染したキャラクターは、１時間以内

にベラドンナの小枝を食べれば、助かる可能性がある。また、感染
してから３日以内ならば、12 レベル以上のクレリックにより発動
されたリムーヴ・ディジーズあるいはヒールの呪文で治すことがで
きる。それ以外に治す方法は、満月期にリムーヴ・カースかブレイク・
エンチャントメントをかけるしかない（難易度 20 の意志セーヴに
成功する必要がある）。先天的なライカンスロープは治療すること
ができない。

ライカンスロープ撲滅運動：
〈知識（宗教）〉（シルヴァー・フレイム教会の関係者は＋５のボーナス）
難易度 12：コーヴェアでは王国歴 832 年に、シルヴァー・フレイム

教会によるライカンスロープ絶滅の為の異端狩りが行われた。ライ
カンスロピーが他の人間に感染しやすいこと、また、ライカンスロー
プが容易に社会に紛れることを危険視したためである。これは 50
年の間続き、この結果として、コーヴェア大陸ではライカンスロー
プはほぼ絶滅した。(EWG P.303)

ラマニア：
〈知識（次元界）〉
難易度 10：物質界の他に、13 の他次元界が存在し、それらの次元界

には奇妙なクリーチャーが生息しており、物質界とは異なる自然法
則が支配している。
難易度 12：エベロンには物質界を中心に３つの中継界━アストラル

界、エーテル界、影界━が取り巻いている。これに加えて、物質界
の周りを 13 の次元界が複雑な軌道で公転している。

難易度 15：13 の次元界のうち、３つは対になっており、残りの７つ

は対となる次元界を持たない。“ 黄昏の森 ” ラマニアは対となる次
元界を持たない次元界の１つである。

難易度 20：“ 黄昏の森 ” ラマニアは文明によって束縛されていない、
未開で手つかずの自然の次元界である。この次元界は全方向に広が
る森の他、雄大な山々、広大な草原、暑苦しい沼地、丘陵地帯、砂漠、
ツンドラなど、あらゆる自然環境から構成されている。

難易度 25：ラマニアではドルイドの呪文が増強される。また、この
次元界にはあらゆる植物、動物、魔獣、そして獣性を持つ来訪者が
存在する。同様に各種エレメンタルも生息している。また、コーヴェ
アでは殆ど絶滅したライカンスロープも一般的に見られる。

(EWG P.98)

顕現地帯：
〈知識（次元界）〉
難易度 20：物質界のある場所には、他の次元界と密接な繋がりをも

つ場所がある。このような場所は顕現地帯として知られている。顕
現地帯は結びついている次元界の影響を受け、特殊な効果を及ぼす
ことがある。同じ次元界の顕現地帯であっても、同じ影響を及ぼす
とは限らない。顕現地帯には恒久的なものもあれば、一時的なもの
もある。特に重要な権限地帯は永続的なもので、その地に住む人々
に大きな影響を与えている。(EWG P.93)

隣接と遠隔：
〈知識（次元界）〉
難易度 20：物質界を取り巻く 13 の次元界は複雑な軌道を描いている。

こうした次元界が物質界に近づくとき、互いの次元界が接触するこ
とがある。このような状態を「隣接」と言う。次元界が物質界と隣
接すると、その次元界が持つ特性が物質界に影響を及ぼす。また、
特定の場所を通して、次元界と物質界の間を移動することができる。
逆に、次元界が物質界から遠く離れた状態を「遠隔」と言う。ある
次元界が遠隔にあると、その次元界との関係を確立するのが難しく
なる。(EWG P.92)

エルデン・リーチ：
〈知識（地理）〉
難易度 10：エルデン・リーチはコーヴェア大陸の北西に広がる広大

な森林と平原地帯を指す。人口はまばらで、タワリング・ウッドの
大部分には人の手が入っていない。

〈知識（地域）〉
難易度 15：エルデン・リーチの秩序は自然の法に従う “ 森の監視人 ”

に属するドルイドたちによって護られている。

〈知識（自然）〉
難易度 10：エルデン・リーチはコーヴェア大陸におけるドルイドた

ちの中心地である。

〈知識（次元界）〉
難易度 15：エルデン・リーチには幾つかの顕現地帯が含まれている。

ここではそうした顕現地帯に関わりのあるダイア・アニマルやフェ
イといったクリーチャーもよく見られる。

(EWG P.143)

森の監視人：
〈知識（自然）〉
難易度 10：森の監視人はエルデン・リーチで最大のドルイドとレン

ジャーの流派である。彼らは文明と自然のバランスを保とうとして
いる。(EWG P.241)

トロランポート：
〈知識（地域）〉
難易度 10：トロランポートはズィラーゴの首都であり、交易都市で
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ある。
難易度 15：トロランポートはノームの造船業の中心地であり、また、

飛空挺のドック・タワーも存在する。トロランポートはありとあら
ゆる交易の中継点として機能している。街には運河が十字に伸びて
おり、陸の路よりも水の路の方が交通の便が良い。

(EWG P.167)

ズィラーゴ：
〈知識（地理）〉
難易度 10：ズィラーゴはとても平和なノームの国である。彼らは戦

争よりも外交を好む。ここはまた知識の追従者たちにとっても中心
である。ノームたちはまた、鉱夫や船大工として知られている。

難易度 15：ズィラーゴには幾つもの村や町があるが、重要なのは３
つの都市である。１つは宝石鉱山で知られるザランベルグ。１つは
コランベルグ図書館で有名なコランベルグ。残る 1 つが首都であり、
交易都市のトロランポートである。

〈知識（地域）〉
難易度 10：ズィラーゴは犯罪率が低く、平和な国である。犯罪者や

トラブルメーカーが現れても、いつの間にか消えてしまう。
(EWG P.165)

イリアン：
〈知識（次元界）〉
難易度 15 以下：ラマニアと同じ
難易度 20：“ 永遠の昼日 ” イリアンは正のエネルギーで満ちあふれた

世界である。それは生命を脅かすほど強力ではないが、普通ではな
い様々な生命を維持促進して行くには充分なものである。光と生命
のクリーチャーがここに生息している。

難易度 25：イリアンでは正のエネルギーを使用する呪文が強化され
る。また、アンデッド退散もまた強化される。逆に、負のエネルギー
を使用する呪文は阻害される。

(EWG P.94)

地下竜教団：
〈知識（宗教）〉
難易度 10：地下竜とは３体の始祖竜━エベロン、カイバー、シベイ

━のうちの１体、“ 下たるドラゴン ” カイバーのことである。エベ
ロンがこの世界を指すように、カイバーは地下世界（アンダーダー
ク）を指す。このため、アンダーダークに束縛されたフィーンドや
怪物たち、あるいは “ 下たるドラゴン ” そのものを崇拝する教団を、
地下竜教団と総称している。教団の多くは単に狂気によって突き動
かされている。彼らは命を尊いものとは考えていない。

〈知識（次元界）〉
難易度 15：9,000 年前に、狂気が支配するゾリアットという異次元

からエベロンへの大侵攻があった。デルキールという来訪者が異
形の軍勢を率いていた。これらの異形はゾリアットの原住クリー
チャーであるものもあれば、デルキールらに歪められたエベロンの
原住クリーチャーであることもあった。門を護る者のドルイドたち
が、これらデルキールたちをカイバー（アンダーダーク）の地下深
くに封じ込めた。

〈知識（ダンジョン探検）〉
難易度 15：異形たちはしばしば、この教団と接触を持つ。それは、

この教団員たちが、しばしば彼らを美しく神聖な生き物だと考えて
いるからである。ある種の教団は強力な異形たちによって指揮され
ていることもある。

(EWG P.228)
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■遭遇１；ハセリル駅
遭遇レベル：２＋
この遭遇はシナリオの導入部分であり、キャラクターをまずは使っ

てみる為のものである。

状況：
ハセリルのライトニング・レイル駅の前で、親子連れが襲撃されて

いる。

マップ１：ハセリル駅
光源：明るい光。陽光。また、駅の入り口にはエヴァーブライト・

ランタンも設置されている。
音源：ネブラの悲鳴。戦闘の音。
状況：

1） ベレンド・ブレンド
2） ネブラ・ブレンド
3） ディマイズ
4） 翡翠爪騎士団兵士（３）
5） PC の初期位置 

扉：ハセリル駅の中へ通じる扉。鍵は掛かっていない。

クリーチャー：
ここには翡翠爪騎士団の一員が４人 ( ディマイズと兵士３人 ) いる。

翡翠爪騎士団は最近、騎士団から脱走したベレンド・ブランドを発見
した。ライカンスロープであるローザの姿はなかったが、ベレンドは
娘を連れていた。彼らはその娘もライカンスロープであるかも知れな
いと考え、ベレンドの娘を捕らえる為にディマイズを派遣した。

ディマイズ：翡翠爪騎士団の成長株で、黒いローブとダークウィーヴ
の外套で身を覆っている。彼女の顔は美しいデスマスクで覆われて
いる。肌の見えている部分━━手、腕、そして首━━は、灰色で腐
食している。その姿は、アンデッドに見える。ディマイズについて
のより詳細な情報は、EWG P.250 を参照のこと。

翡翠爪騎士団の兵士（３）：彼らは顔が半分覆われている特徴的な兜、
チェインメイルに爪の紋章が着いた陣羽織を身につけている。彼ら
はディマイズの部下である。

ディマイズの戦術：
ディマイズは予定外の戦力（PC たち）が出て来たことで、慎重に

なっている。彼女は初めにインヴィジビリティを発動して、戦況を見る。
部下たちが押されるようならば、そのまま逃走する。

翡翠爪騎士団の兵士：
彼らはディマイズの命令に従って、ベレンド・ブランドとその娘を

捕らえようとしている。彼らは２人を、非致傷ダメージを与えて捕ら
えようとする。邪魔が入れば、まず邪魔者から排除しようとする。彼
らは法に従っていない為、邪魔者は躊躇なく殺そうとする。

彼らは、hp が 3 以下になったら逃走する。

ディマイズ：エルフの女性、アーティフィサー 1 ／死霊術士３；中
型の人型生物（エルフ）、中立にして悪；脅威度 4；ヒット・ダイス：
1d6+3d4（15 hp）；イニシアチヴ：+2；移動速度：30 フィート；アー
マークラス：16（+4 メイジ・アーマー、+2【敏】）、接触 12、立ちす
くみ 14；基本攻撃／組みつき：+1 ／ -1；攻撃／全力攻撃：ダガー＝ 
-1 近接（1d4 – 2 /19-20）；接敵面／間合い：5 フィート／ 5 フィート；
特殊攻撃：鼓吹、呪文；その他の特殊能力：職人ボーナス、罠無効化、
エルフの種族的特徴、アイテム作成、夜目；セーヴ：頑健＋ 1、反応＋ 3、
意志＋ 6；能力値：【筋】6【敏】14、【頑】10、【知】16、【判】13、【魅】
14
技能：〈威圧〉+ ４、〈鑑定〉+ ３、〈錬金術〉+ ５、〈呪文学〉+ ９、〈製作：
錬金術〉＋９、〈精神集中〉＋７、〈知識：神秘学〉＋５、〈知識：歴史〉
＋５、〈魔法装置使用〉＋４
特技：《呪文熟練：死霊術》、《呪文動作省略》、《巻物作成》（B）
言語：共通語、竜語、エルフ語、巨人語、ノーム語。
所持品：ダガー、ローブ・オヴ・ボーンズ、ポーション・オブ・キュア・
ライト・ウーンズ、ポーション・オヴ・プロテクション・フロム・グッ
ド、ダークウィーヴの外套、デスマスク、ベルト・ポーチ（20gp が入っ
ている）。
準備しているウィザード呪文（5 ／ 3 ／ 3、セーヴ難易度 13 ＋呪文レ
ベル、死霊術は 14 ＋）；0 レベル━タッチ・オヴ・ファティーグ *、ディ
テクト・マジック（2）、ライト、メッセージ；1 レベル━エクスペディシャ
ス・リトリート、チル・タッチ *、レイ・オヴ・エンフィーブルメント *；
2 レベル━インヴィジビリティ、スケアー *、コマンド・アンデッド *

－ 遭遇・戦闘 －

マップ１：ハセリル駅



マップ２：ライトニング・レイル　客室
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呪文書：0 レベル━アシッド・スプラッシュとデイズを除く全て；1 レ
ベル━アイデンティファイ、エクスペディシャス・リトリート、コーズ・
フィアー *、シールド、チル・タッチ *、ディスガイズ・セルフ、ディ
テクト・アンデッド、メイジ・アーマー、レイ・オヴ・エンフィーブ
ルメント *；2 レベル━インヴィジビリティ、コマンド・アンデッド *、
フォクセス・カニング、フォールス・ライフ *
　* 死霊術。
　禁止系統；召喚術、心術。
鼓吹：1 レベル鼓吹（3）、セーブ難易度 13 ＋鼓吹レベル
ディマイズは既にメイジ・アーマーの呪文を発動している。

翡翠爪騎士団の兵士（３）：人間、ウォリアー 1；中型の人型生物（人間）、
秩序にして悪；脅威度 1/2；ヒット・ダイス：1d8+4（8 hp）；イニシ
アチヴ：± 0；移動速度：20 フィート；アーマークラス：17（+5 チェ
インメイル、+2 ヘヴィ・シールド））、接触 10、立ちすくみ 17；基本
攻撃／組みつき：+1 ／ +2；攻撃／全力攻撃：フレイル＝ +2 近接（1d8+1 
）；接敵面／間合い：5 フィート／ 5 フィート；セーヴ：頑健＋ 4、反
応± 0、意志± 0；能力値：【筋】13【敏】11、【頑】12、【知】9、【判】
10、【魅】8
技能：〈威圧〉+3、〈騎乗〉+4、〈知識：宗教〉± 0
特技：《強打》、《追加 hp》
言語：共通語。
所持品：チェインメイル、木製ヘヴィ・シールド、フレイル、陽光棒、
陣羽織、ポーチ（2d6sp、1d8gp 入っている）、身分証明書（2 つ、1
つは偽造）

■遭遇２；月の子の目覚め
このエンカウンターは、ベレンド・ブランドの娘ネブラが初めて狼

形態へ変身した時にものである。本来のネブラの意識は半分眠ってお
り、今のネブラは狼の本能で活動している。これは、ネブラの中のラ
イカンスロープの血がまだ完全には “ 目覚めて ” いない為である。

状況：
ベレンド・ブランドは狼化した娘に襲われている。必死の抵抗が功

を奏してか、彼はまだ噛まれてはいない。PC たちが部屋に入ろうとし
たら、ベレンドは以下のように叫ぶ。
「頼む！　娘を、娘を取り押さえてくれ。噛まれないように気をつけ

るんだ。噛まれたら感染する！」

〈知識（地域）〉判定（難易度 10）に成功すれば、目の前にいるのがワー
ウルフの子供ではないかと推測できる。

マップ２：ライトニング・レイル　客室
　光源：明るい光。エヴァーブライト・ランタンと外から入ってくる
稲妻の光に照らされている。
　音源：ライトニング・レイルの動く音（自動的）

ベレンドの悲鳴（〈聞き耳〉難易度５）。
　状況：
　　1）ベレンド・ブランドとネブラの客室
　　2）空き室
　　3）他の乗客の客室（各部屋に 1 ～ 2 人。コモナー１レベル）

扉：ブランド親娘の部屋の扉には鍵は掛かっていない。
ベッド：このマスは移動困難な地形として扱う。

PC の初期位置は空き室の中から DM が決定すること。客室は全て 2
人部屋である。

クリーチャー：
ベレンド・ブランド：ネブラに襲われている為、身を守る為に全力を

尽くしている。身の安全が確保されれば、スリープのエターナル・
ワンドを使う。

ネブラ：この状態のネブラは混乱しており、目の前のものを攻撃する。
ネブラはヒットポイントが 10 点以下になったら逃走しようとする。

他の乗客：幾つかの部屋には他の乗客がいる。ネブラを取り押さえる
のに５ラウンド以上かかる場合は、これらの乗客が騒ぎに気がつい
て客室から様子を見ようと出てくる。戦闘中であればすぐに客室に
戻るか、オリエン家の警備員を呼びに行こうとする。乗客をなだめ
て客室へ引き下がらせるには〈交渉〉または〈はったり〉の判定（難
易度 10）が必要。乗客が狼形態のネブラを見ても本物の狼としか
考えないため、それだけでワーウルフだと疑われることはない。

ネブラ（狼形態）；子どものワーウルフ　中型の人型生物（人間、変身
生物）；混沌にして中立；ヒット・ダイス：1d6+2+2d8+4（18 hp）；
イニシアチヴ：+4；移動速度：50 フィート；アーマークラス：18（+1
サイズ、+3【敏】、+2 外皮）；基本攻撃／組みつき：+1 ／ +0；攻撃／
全力攻撃：噛みつき＝ +5 近接（1d4 - 2）；接敵面／間合い：5 フィー
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ト／ 5 フィート
特殊攻撃：ライカンスロピーの呪い ( 超常 )
その他の特殊能力：鋭敏嗅覚、ダメージ減少 10 ／銀、ウルフとの共感、
別形態、夜目
セーヴ：頑健＋ 5、反応＋ 7、意志＋ 1
能力値：【筋】6【敏】16、【頑】14、【知】8、【判】12、【魅】13
技能：〈聞き耳〉＋ 1、〈視認〉＋ 1
特技：《追跡》、《鋼の意志》（共にボーナス特技）

戦闘後：
どうにかして、ネブラを取り押さえることができたら、その後の状

況はシナリオ本文を参照のこと。

ライカンスロピーの感染：
もし、この戦闘でライカンスロピーに感染したキャラクターがいる

場合は、事態は深刻である。ライトニング・レイルは夜が明けるまで
は次の停車駅に止まらないため、ベラドンナを手に入れることはでき
ない。また、コーヴェアではリムーヴ・ディジーズやヒールを発動し
てくれるようなクレリックを見つけるのは困難なうえ、シルヴァー・
フレイム教会は助けにならない。ただし、ジョラスコ氏族のサービス
を受けることができれば、ヒールの提供を受けることができる。

シャーンまたはトロランポートのような大都市ならば、ジョラスコ
氏族のサービスを受けることができるだろう。この際、ベレンドが口
添えしてくれる。

感染したキャラクターはライカンスロピーを治療するまで、満月の
夜には暴れないよう取り押さえる必要がある。そして、エベロンには
月が 12 個もある。DM はエベロンにおけるについて、データセクショ
ンの「月の運行と本シナリオの期間」を参照しておくこと。

■遭遇３；ズィラーゴ・ダーツ
ズィラーゴ・ダーツは２人のプレイヤーが交互にダーツを投げて、

標的に当てるゲームである。
10 フィート先のメイジクラフト・ボードには景色が描かれており、

その中を幻影のミニチュア・サイズのモンスターが、奇声をあげなが
ら飛び交っている。これらの威嚇しながら火を吹いてくるモンスター
の虚像はよくできており、まるで本物のモンスターかの様に動く。こ
のモンスターの虚像が、このダーツの標的である。

ダーツのプレイヤーは互いに３本のダーツを投げあい、３本とも投
げ終わった時点で得点を比べ、より高い得点を取った方が勝者となる。

得点が同じだった場合は、延長戦として更に１本ずつダーツを投げ
る。これを決着するまで繰り返す。

ダーツを投じる PC のプレイヤーは d20 を振ること。このダイスに
は遠隔攻撃ボーナスを加える。その結果により、どの標的に当たった
かが決定される。出目と結果との対応については、「ズィラーゴ・ダーツ・
投擲結果表」を参照すること。

知識の活用：票的の虚像は本物らしく作られている為、モンスター
に詳しいプレイヤーならば、標的のモンスターの動きを予想すること
ができる。このためにプレイヤーは、遠隔攻撃ボーナスに加えて、〈知
識（自然）〉または〈知識（神秘学）〉の修正値を加えることができる。

狙い撃ち：プレイヤーはダーツを投げ前に、狙い撃ちを宣言するこ
とができる。狙い撃ちをするときは、ロールをする前にどの標的を狙
うかを宣言する。ロールの結果が、狙った標的を当てるのに最低限必
要な目より 11 以上高ければ狙い撃ちは成功となり、狙った標的に命中
したことになる。

例えば、ゴルゴンを狙い撃ちする場合、ロールの結果が 27 以上であ
れば、ゴルゴンに命中したことになる。狙い撃ちが失敗すると、ダー
ツは標的に当たらず、その投擲は無得点に終わる。

ハラス・マーテン：PC たちの対戦相手はハラス・マーテンというハー
フエルフである。彼は到達者財団のメンバーであるが、他人の業績
を奪う為に裏切りや欺瞞を行うことに対して何の良心の呵責も覚え
ない。ハラス・マーテンの遠隔攻撃ボーナスは＋８である。彼はズィ
ラーゴ・ダーツに役立つ〈知識〉技能は持っていない。ハラス・マー
テンに関するより詳細な情報は、EWG P.251 を参照のこと。

ハラス・マーテンの戦術：
彼は初めの２投では、常にゴルゴンを狙い撃ちする。３投目以降（引

き分けの場合の延長戦も含めて）は通常に投げる。

ズィラーゴ・ダーツ・ゲームの流れ
1） 先攻を決める。ハラス・マーテンとダーツに参加する PC とで d20 を振り、

大きい方が先攻となる。
2） 先攻がダーツを投げて、上の投擲結果表で結果を調べる。
3） 後攻がダーツを投げて、上の投擲結果表で結果を調べる。
4） 互いにダーツを３本なげるまで繰り返す。３本とも投げ終えたら、ゲー

ム終了とし、得点を比べる。
5） 引き分けだった場合は、決着がつくまで追加で１本ずつダーツを投げる。

ズィラーゴ・ダーツ・投擲結果表
　結果  標的   得点
01 － 10  ワーグ   １点
11 － 15  ブレイ   ２点
16 － 19  ゴルゴン   ２点
  ／対戦相手は次の投擲に -10 のペナルティ
20  ウォーフォージド  ２点
   ／投擲者の次の得点は２倍になる
21 － 25  ファイヤー・ジャイアント ３点
26 ＋  グリーンドラゴン  ５点

■遭遇４；ゴンドラの戦い
状況：
ドック・タワーの昇降用ゴンドラに PC たちが乗っているところへ、

ディマイズが配下のアンデッドを伴って、フェザー・フォールでゴン
ドラに直接降り、強襲を仕掛けてくる。

以下を読むこと。

ゴンドラに飛び降りて来た３つの人影は、ゴンドラに降りる
と同時に外套をはぎ取った。１体は質の良いブレストプレート
で身を包み、２本のシミターをその手に握っているスケルトン
で、その目はまさに悪意に満ちている。もう１体はハーフプレー
トに身を包み、ロングソードを手に持ったゾンビで、その腐っ
た肉はただれて中の腱や骨が見え、黒い眼孔は不吉な光を放っ
ている。最後の１人はダークウィーヴに身を包み、灰色で腐敗
した肌を持つエルフの女性であった。その顔は美しいデスマス
クで覆い隠している。彼女はデスマスクをこちらに向けると、

「悪あがきは止めて、大人しく降参して死を選べ」
と告げた。

マップ３：ドック・タワーのゴンドラ
 　光源：明るい光。陽光。
　音源：ゴンドラの動く音（自動的）。
　状況：PC をゴンドラの好きな位置に配置させること。その後、ディ
マイズとカルナシ・スケルトン／ゾンビは空いたマスに入れること。
３人はなるべく互いに近い位置に配置し、ディマイズはゴンドラの外
側の位置へ配置する。

ゴンドラ：ゴンドラ上での戦闘は不安定な為、戦闘開始後２ラウン
ド目からは、全員〈平衡感覚〉（難易度 10）の判定をしなければならない。

ゴンドラの手すり：ゴンドラの手すりを乗り越えるには２マス分の
移動を必要とする。
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ゴンドラ上での戦闘：
ゴンドラは吊るされているだけなので、戦闘をするには不安定な場

所である。この為、戦闘開始後、２ラウンド目からはゴンドラの上に
いるものは全て、〈平衡感覚〉判定（難易度 10）を行わなければならない。

この判定に失敗すると、そのラウンドは通常の半分しか移動できず、
５フィート・ステップもできない。また、５差以上で失敗すると転倒
する。加えて、〈平衡感覚〉が５ランク以上無ければ、立ちすくみ状態
と見なされる。

クリーチャー：
ディマイズ：翡翠爪騎士団の成長株で、黒いローブとダークウィーヴ

の外套で身を覆っている。彼女の顔は美しいデスマスクで覆われて
いる。肌の見えている部分━手、腕、そして首━は、灰色で腐食し
ている。その姿は、アンデッドに見える。ディマイズについてのよ
り詳細な情報は、EWG P.250 を参照。

カルナシ・スケルトン：彼らは元翡翠爪騎士団のエリート兵士だった。
詳しくは、EWG P.280 を参照。

カルナシ・ゾンビ：彼らは元翡翠爪騎士団のエリート兵士だった。詳
しくは、EWG P.280 を参照。

ディマイズの戦術：
ディマイズは２体のアンデッドを盾にして呪文で援護する。前衛に

対してレイ・オヴ・エンフィーブルメントを撃ち、術者と思しき相手
にはコーズ・フィアーを使う。その後は、スキル・エンハンスメント
の鼓吹を自分のベルトや、カルナシ・スケルトン／ゾンビの鎧に対し
て用い、〈平衡感覚〉判定に＋２のボーナスを与える。

自分の身が危険になるか、hp が 8 以下になるか、またはアンデッド
のどちらかが倒されたら、ゴンドラを飛び降り、フェザー・フォール
を使って逃走を図る。ディマイズはトロランポートの治安がよく、犯
罪者に厳しい都市であることを知っている。そのため、襲撃が失敗し
たら、速やかにこの国を離れようとする。

ディマイズは〈平衡感覚〉を修得していない為、戦闘開始後２ラウ
ンド目からは、立ちすくみ状態と見なされる。

カルナシ・スケルトンの戦術：
カルナシ・スケルトンはディマイズからベレンドとネブラ以外のも

のは殺してしまえと命令されている。カルナシ・スケルトンはディマ
イズに敵が向かわないようにしながら、立ちはだかるものを攻撃する。

カルナシ・スケルトンは殴打武器を持つものの、相手はなるべくカ
ルナシ・ゾンビに任せようとする。

カルナシ・スケルトンは〈平衡感覚〉を修得していない為、２ラウ
ンド目以降は立ちすくみ状態と見なされる。

カルナシ・ゾンビの戦術：
カルナシ・ゾンビはディマイズからベレンドとネブラ以外のものは

殺してしまえと命令されている。カルナシ・ゾンビはディマイズに敵
が向かわないようにしながら、立ちはだかるものを攻撃する。

カルナシ・ゾンビは斬撃武器を持つものの、相手はなるべくカルナシ・
スケルトンに任せようとする。

カルナシ・ゾンビは〈平衡感覚〉を修得していない為、２ラウンド
目以降は立ちすくみ状態と見なされる。

カルナシ・スケルトン：技能に〈平衡感覚〉－ 1 を加える以外は、
EWG P.280 のデータを参照のこと。
 
カルナシ・ゾンビ：技能に〈平衡感覚〉－ 7 を加える以外は、EWG P.280
のデータを参照のこと。

ディマイズ；エルフの女性、アーティフィサー 1 ／死霊術士３；中
型の人型生物（エルフ）、中立にして悪；脅威度 4 ヒット・ダイス：
1d6+3d4（15 hp、加えて、一時的 hp8）；イニシアチヴ：+2；移動速度：
30 フィート；アーマークラス：16（+4 メイジ・アーマー、+2【敏】）、
接触 12、立ちすくみ 14；基本攻撃／組みつき：+1 ／ -1；攻撃／全力
攻撃：ダガー＝ -1 近接（1d4 – 2 /19-20）；接敵面／間合い：5 フィー
ト／ 5 フィート
特殊攻撃：鼓吹、呪文
その他の特殊能力：職人ボーナス、罠無効化、エルフの種族的特徴、
アイテム作成、夜目
セーヴ：頑健＋ 1、反応＋ 3、意志＋ 6

能力値：【筋】6【敏】14、【頑】10、【知】16、【判】
13、【魅】14
技能：〈威圧〉+ ４、〈鑑定〉+ ３、〈錬金術〉+ ５、〈呪文学〉
+ ９、〈製作：錬金術〉＋９、〈精神集中〉＋７、〈知識：
神秘学〉＋５、〈知識：歴史〉＋５、〈魔法装置使用〉＋４、

〈平衡感覚〉＋２
特技：《呪文熟練：死霊術》、《呪文動作省略》、《巻物作成》

（B）
言語：共通語、竜語、エルフ語、巨人語、ノーム語。
所持品：ダガー、ローブ・オヴ・ボーンズ、ポーション・
オブ・キュア・ライト・ウーンズ、ポーション・オヴ・
プロテクション・フロム・グッド、ダークウィーヴの
外套、デスマスク、ベルト・ポーチ（20gp が入っている）。
準備しているウィザード呪文（5 ／ 2 ／ 2、セーヴ難易
度 13 ＋呪文レベル、死霊術は 14 ＋）；
　　0 レベル━タッチ・オヴ・ファティーグ *、ディテ
クト・マジック（2）、ライト、メッセージ
　　1 レベル━フェザー・フォール、レイ・オヴ・エン
フィーブルメント *
　　2 レベル━インヴィジビリティ、動作省略コーズ・
フィアー *
呪文書：0 レベル━アシッド・スプラッシュとデイズを
除く全て；1 レベル━アイデンティファイ、エクスペディ
シャス・リトリート、コーズ・フィアー *、シールド、
チル・タッチ *、ディスガイズ・セルフ、ディテクト・
アンデッド、フェザー・フォール、メイジ・アーマー、
レイ・オヴ・エンフィーブルメント*；2 レベル━インヴィ

マップ３：ドック・タワーのゴンドラ
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ジビリティ、コマンド・アンデッド *、フォクセス・カニング、フォー
ルス・ライフ *
　* 死霊術。
　禁止系統；召喚術、心術。
鼓吹：1 レベル鼓吹（3）、セーブ難易度 13 ＋鼓吹レベル
ディマイズは既にメイジ・アーマーとフォールス・ライフの呪文を発
動している。また、ゴンドラに降りるのに、フェザー・フォールを使っ
ている。

■遭遇５；天然放火魔
遭遇レベル：４

状況：
飛空挺 “ フライング・ピッグ ” 号の船倉で、リヴィング・フレイミン

グ・スフィアーが元気に放火活動に勤しんでいる。

マップ４：“ フライング・ピッグ ” 号の船倉
　光源：明るい光。エヴァーブライト・ランタンと燃えている貨物。
　音源：貨物が燃えている音。及び、船員たちの声。
　状況：

1） リヴィング・フレイミング・スフィアー
2） 燃えている貨物。このマスに入ったものは毎ラウンド 1d6 の 
[ 火 ] ダメージを被る。全ラウンド・アクションで火を消すことが
できる。
3） ロッカー：全てのロッカーには鍵が掛かっている。
4） PC の初期位置。

 
クリーチャー：

リヴィング・フレイミング・スフィアー：このリヴィング・フレイミング・

スフィアーはモーンランド近くの廃墟で発見されたものを、アン
デールの秘術評議会が捕らえたものである。彼らは、これをサンプ
ルとしてアルカニックスの浮遊塔に送ることにした。しかし、この
リヴィング・スペルを捕らえていた容器にした施術が力不足であっ
た為、容器を内側から破壊して脱出した。

リヴィング・フレイミング・スフィアーの戦術：
この生まれながらの放火魔は、近くにある可燃性のものを燃やすた

めだけに存在する。常に、最も近くにある可燃性のものを攻撃する。
それには人間やウォーフォージド（ウォーフォージドには木材などの
可燃性の部品も使われている）も含まれる。燃やそうとするものが中
型サイズ以下ならば、包み込もうとする。

リヴィング・フレイミング・スフィアー；中型サイズの粘体、真なる中立；
脅威度４；ヒット・ダイス：4d10+4（24 hp）；イニシアチヴ：-1；移
動速度：40 フィート；アーマークラス：11（-1【敏】+2 反発））、接
触 11、立ちすくみ 11；基本攻撃／組みつき：+3 ／ +4；攻撃／全力攻
撃：叩きつけ＝ +3 近接（1d4+1 + フレイミング・スフィアー ）；接敵
面／間合い：5 フィート／ 5 フィート
特殊攻撃：包み込み、着火
その他の特殊能力：呪文抵抗 14、ダメージ減少 10 ／魔法、粘体の種
別特徴
セーヴ：頑健＋ 4、反応＋ 2、意志＋ 2
能力値：【筋】12【敏】9、【頑】12、【知】＿、【判】9、【魅】12
　着火（超常）：衣服、紙、羊皮紙、薄い木材などの可燃性の物は、リヴィ
ング・フレイミング・スフィアーがそれに触ると燃えだす。キャラクター
は全ラウンド・アクションで、燃えているアイテムの火を消すことが
できる。
　包み込み（変則）：リヴィング・フレイミング・スフィアーは標準ア

クションで、中型サイズ以下のクリー
チャーの周りを取り囲むことができる。
包み込みを行っているラウンドの間は、
叩きつけ攻撃を行うことはできない。包
み込みを行うには、リヴィング・フレイ
ミング・スフィアーが対象のいる場所ま
で移動するだけで良い。相手はリヴィン
グ・スペルに対して機会攻撃を行うこと
ができるが、機会攻撃を行ったら回避す
る為のセーヴをすることはできない。機
会攻撃を行わない者は反応セーヴ（難易
度 13）に成功すれば、回避することが
できる。セーヴに成功した者はリヴィン
グ・スペルに押される形で、後ろか横に
移動する。包み込まれたくリーチャーは、
毎ラウンド、リヴィング・フレイミング・
スフィアーのターンにフレイミング・ス
フィアーの呪文の効果（下記参照）の対
象となる。包み込まれたクリーチャーは、
組みつき状態にあると見なされる。
　粘体の種別特徴：疑似視覚 60 フィー
ト。盲目の為、凝視攻撃、幻術、視覚的
効果、およびその他の視覚に依存する攻
撃形態に完全耐性。[ 精神作用 ] 効果、毒、
病気、睡眠効果、麻痺、ポリモーフ、朦
朧化に対する完全耐性。クリティカル・
ヒットや挟撃の対象とならない。
　フレイミング・スフィアー（超常）：
リヴィング・フレイミング・スフィアー
に攻撃されたか、包み込まれたクリー
チャーは、2d6 点の [ 火 ] ダメージを受
ける。反応セーブ（難易度 13）に成功
すればダメージ無効。マップ４：“ フライング・ピッグ ” 号の船倉
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■遭遇６；
”黄昏の門 ”と地下竜教団
遭遇レベル：８

状況：
デルキールと異形を崇める地下竜教団が、彼らの “ 主人 ” に生贄を捧

げる為の儀式をしている。この場所はウルフズ・パウのシフターたち
が余り近づかないこと、森の中の開けた空間であること、そして、“ 黄
昏の門 ” の道標となっているエヴァーブライト・ランタンが異形ならぬ
信者たちに明かりを提供するために、彼らの格好の儀式の場となって
いる。

ドルガントは目が見えないが、360 フィートの疑似視覚を持ち、PC
たちが近づいてくるのをずっと先から気がついている。

レベル調整：
パーティ人数が４人以下の場合は、地下竜教団のメンバー２人を省

くこと。

マップ５：黄昏の門

　光源：
　　明るい光：エヴァーブライト・ランタンの 20 フィート以内。
　　薄暗い照明：エヴァーブライト・ランタンの 20 フィート先から
40 フィートまで。
　　暗闇：エヴァーブライト・ランタンから 40 フィートより遠く。
　音源：特になし。地下竜教団は PC たちに気がついているため、儀式
を中断する。
　状況：

1） 地下竜教団リーダー
2） 地下竜教団メンバー（2）
3） ドロガント・モンク
4） ドルグリム（3）
5） PC の初期位置
6） エヴァーブライト・ランタンの設置さ
れたポール

　薮地：草地のうち、草が覆い茂っている場所
（マップ両脇の緑の濃い部分）は草に足を取ら
れる為、移動困難な地形である。

クリーチャー：
地下竜教団のリーダー：デルキールを崇め、異

形を崇拝している。彼らは狂っており、異
形を美しく神聖な生き物と見ている。彼ら
は異形とともに暮らすことで、やがて、自
分たちも異形になれると信じている。

地下竜教団の信者（２）：彼らはもともと裕福
な家の生まれだったが、ちょっとしたスリ
ルを楽しむつもりで、地下竜教団に加わっ
た。今では、彼らもまた、リーダーと同じ
考えと狂気を抱いている。

ドルガント・モンク：このドルガントは、この
小さな教団のリーダーである。彼はしばし
ば、自身の戦闘能力を試す為、付近を旅す
る旅人や冒険者を襲撃している。

ドルグリム（３）：このドルグリムたちは、ド
ルガントに仕える為だけにここにいる。

地下竜教団のリーダーの戦術：
彼はまず、ドルガント・モンクに対してプロテクション・フロム・

グッドを発動し、続くラウンドで敵の前衛を狙ってコマンドを発動す
る。その後は、スコーチング・レイやマジック・ストーンを、持って
いる石に掛けて投擲する。

基本的にはなるべく敵から距離を取り、部下たちを盾にして、呪文
を発動する。

彼は狂っており、死ぬまで戦い続ける。

地下竜教団の信者の戦術：
戦闘の第１ラウンドにスリープやレッサー・コンフュージョンで攻

撃し、第２ラウンド以降はタッチ・オヴ・ファティーグを狙って行く。
彼らは自分たちよりも、リーダーまたはドルガント・モンクの為にキュ
ア・ライト・ウーンズの呪文を使う。

彼らは狂っており、降伏せず死ぬまで戦う。

ドルガントの戦術：
ドルガントは触手のリーチを活かして、機会攻撃や離れた位置から

の攻撃で、種族のボーナス特技の《足払い強化》を活かして足払いを
試みる。周囲に敵の数が多くないようならば、積極的に組みつきを狙っ
て行き、素手打撃と精気の吸収を狙う。

ドルガントは目が見えないが、360 フィートの疑似視覚を持ち、こ
れを有効に利用する。

ドルグリムの戦術：
ドルグリムには複雑な戦術を立てる知恵は無い。彼らは敵が近づくま
ではライト・クロスボウで攻撃する。近づかれてからは、モーニング
スターとスピアで攻撃する。

マップ５：黄昏の門



�0

地下竜教団のリーダー；人間、アデプト（地下竜）5 レベル；中型の人
型生物（人間）、中立にして悪；脅威度 4；ヒット・ダイス：5d6 + 10

（27 hp）；イニシアチヴ：+ 6；移動速度：30 フィート；アーマークラス：
14（+2【敏】、+2 ブレイサー）、接触 12、立ちすくみ 12；基本攻撃／
組みつき：+2 /+2；攻撃／全力攻撃：ダガー＝ +2 近接（1d4 /19-20）
接敵面／間合い：5 フィート／ 5 フィート
特殊攻撃：呪文
その他の特殊能力：地の領域
セーヴ：頑健＋３、反応＋ 3、意志＋６
能力値：【筋】10【敏】14、【頑】14、【知】10、【判】15、【魅】10
技能：〈呪文学〉＋８、〈精神集中〉＋ 10、〈知識：宗教〉＋６、〈知識：
ダンジョン探検〉＋２
特技：《イニシアチヴ強化》、《近距離射撃》、《精密射撃》
言語：共通語。
所持品：ダガー、聖印（地下竜教団）、呪文構成要素ポーチ、ブレイサー
ズ・オヴ・アーマー＋２、石３個。
準備しているアデプト呪文（3 ／ 3 ／ 2、セーヴ難易度 12 ＋呪文レベル、
地の領域）
　　0 レベル━ガイダンス、ディテクト・マジック、リード・マジック
　　1 レベル━コマンド、プロテクション・フロム・グッド、マジック・
ストーン（20 フィート、遠隔攻撃 +5, 1d6 + 1、+1 近距離）、
　　2 レベル━スコーチング・レイ（遠隔接触 +4, 4d6 [ 火 ] 、+1 近距
離）、キュア・モデレット・ウーンズ

地下竜教団の信者（２）；人間、アリストクラート 1 レベル／アデプト
（地下竜）1 レベル；中型の人型生物（人間）、中立にして悪；脅威度 2
ヒット・ダイス：1d8 + 1d6 + 10（17 hp）；イニシアチヴ：+2；移動速度：
30 フィート；アーマークラス：16（+1【敏】、+5 高品質のチェインメ
イル）、接触 12、立ちすくみ 10；基本攻撃／組みつき：+1 /+2；攻撃
／全力攻撃：高品質のロングソード＝ +3 近接（1d8 + 1 /19-20）；接
敵面／間合い：5 フィート／ 5 フィート
特殊攻撃：呪文
セーヴ：頑健＋２、反応＋１、意志＋６（A は +4）
能力値：【筋】12、【敏】12、【頑】14、【知】10、【判】14、【魅】8
技能：〈威圧〉＋３、〈聞き耳〉＋６、〈視認〉＋６、〈呪文学〉＋３、〈精
神集中〉＋５、〈生存〉＋６、〈知識：宗教〉＋６
特技：《追加 hp》（２）
言語：共通語。
所持品：高品質のロングソード、聖印（地下竜教団）、呪文構成要素ポー
チ、高品質のチェインシャツ。
準備しているアデプト呪文

信者 A の呪文（3 ／ 2、セーヴ難易度 12 ＋呪文レベル、狂気の領域）
0 レベル━タッチ・オヴ・ファティーグ（2）、ディテクト・マジック
1 レベル━キュア・ライト・ウーンズ、レッサー・コンフュージョン

信者 B の呪文（3 ／ 2、セーヴ難易度 12 ＋呪文レベル、悪の領域）
0 レベル━タッチ・オヴ・ファティーグ（2）、ディテクト・マジック
1 レベル━キュア・ライト・ウーンズ、スリープ

ドルガント・モンク；中型サイズの異形、秩序にして悪；脅威度 6；
ヒット・ダイス：2d8 + 2 +4d8 +4（33 hp）；イニシアチヴ：+3；移動
速度：40 フィート；アーマークラス：19（+3【敏】、+3【判】、+3 外
皮）、接触 16、立ちすくみ 16；基本攻撃／組みつき：+4 ／ +10；攻撃：
触手＝ +6 近接（1d3 +2 ）または素手攻撃＝ + 6 近接（1d8 +2）；全力
攻撃：触手（2）＝ +6 近接（1d3 +2）または素手攻撃＝ +6 近接（2d6 
+2）または連打＝ +4 / +4 近接（2d6 +2）；接敵面／間合い：5 フィー
ト／ 5 フィート（触手 10 フィート）
特殊攻撃：“ 気 ” 打撃（魔法）、精気の吸収
その他の特殊能力：疑似視覚 360 フィート、ダメージ減少５ / バイシュ
クまたは魔法、身かわし浮身 20 フィート、不動心

セーヴ：頑健＋５、反応＋７、意志＋ 10
能力値：【筋】14、【敏】16、【頑】12、【知】13、【判】16、【魅】11
技能：〈隠れ身〉＋８、〈軽業〉＋７、〈聞き耳〉＋９、〈視認〉＋９、〈忍
び足〉＋８、〈跳躍〉＋７、〈登攀〉＋８、〈平衡感覚〉＋９
特技：《足払い強化》（B）、《鋭敏感覚》、《組みつき強化》（B）、《素手攻
撃強化》（B）、《肉体攻撃強化（素手打撃）》《迎え討ち》、《矢止め》（B）
言語：共通語、地下共通語。
所持品：なし。

ドルカントについての詳細は EWG P.289 を参照のこと。

ドルグリム（３）；
ドルグリムについてのデータと詳細は EWG P.289 ～ 290 を参照。

■レベル調整
このシナリオを 2 レベルキャラクターで行う場合は、以下のように

調整すること。

遭遇４：遭遇からカルナシ・ゾンビを削除する。
遭遇６：地下竜教団のリーダーを削除する。また、ドルガント・モン

クを EWG P.290 記載のデータに差し替える。

また、PC 数が６人以上であるか、４レベルキャラクター４人で行う
場合は以下のように調整すること。

遭遇４：ディマイズは自分とカルナシ・スケルトンにスキル・エンハ
ンスメント（〈平衡感覚〉＋２）の鼓吹を事前に使用している。また、
カルナシ・ゾンビの盾にエンハンスメント・オルタレーションの鼓
吹を事前に使用している。これにより、ディマイズの鼓吹は全て使
用済みとなる。

■謝辞
このシナリオは、2006 年 12 月 23 日の「ホビージャパン・RPG コ

ンベンション」の「D&D 本格冒険コース」用にデザインされたものです。
このシナリオを作成するにあたって、以下の方々に様々なご助力を

頂きました。この場を借りてお礼申し上げます。

DM-SKM 氏
Harper Bard 氏
Kiryu 氏
March Hare 氏
いしかわ氏
えでぃ氏
ハイランス氏
ふぇるでぃん氏

また、( 株 ) ホビージャパンの以下のお２人にも多大な協力を頂きま
したことをお礼申し上げます。

上田　明　氏
瀬尾　亜沙子　氏

12/11/2006
Lapin
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■タイムライン

月 日 日
セレンドール 25 ハセリル 7:00 発 満

月
期

25
▼ライトニング・レイルでの移動

26 シャーン 17:30 着 26
27 10:00 発 27

▼飛空挺／乗合い　での移動
28 トロランポート 14:00 着 28

イール 1 10:00 発 1
2 ▼飛空挺／フライング・ピッグ号　での移動 イ

リ
ア
ン
の
隣
接

2
3 3
4 ウルフズ・バウ 16:00 着 4
5 8:00 発 5
6 ▼徒歩 

移動速度 30ft ／＜生存＞判定１回成功 ▼徒歩 

移動速度 20ft ／＜生存＞判定 2 回成功

ラ
マ
ニ
ア
の
隣
接

6
7 7

8 黄昏の門 8

9 9
10 黄昏の門 10
11 11
12 12

■月の運行と本シナリオの期間
エベロンには月が 12 個あり、季節とドラゴンマークをそれぞれつか

さどっている。EWG P.130 参照。
このシナリオにおける冒険の期間は、セレンドールの 25 ～ 28 日と、

翌月のイールの１～ 12 日にかけてである。（巻末のタイムテーブルを
参照。）

この期間のうち、セレンドールの 25 日からイールの４日にかけては
アリスの月が満月である。( さらにこの期間には、イールの月がセレン
ドール 26 日～イール３日に、セレンドールの月がセレンドール 27 日
～イールの２日に、ニムの月がイールの１日～２日にかけて満月とな
る。）

そのため、プレイヤーがライカンスロープに関する一般的な知識と
して、「満月ではない夜に～する」といった宣言があった場合、DM はイー
ルの 5 日まで常に満月の夜が続くことを説明すること。

尚、エベロンにおける次元界の運行についてはウィザーズ・オブ・ザ・
コースト社のウェブサイトで、参考となる『Eberron World and Planar 
Calendar Utility』( 英語 ) を以下のアドレスから入手できる。

http://www.wizards.com/default.asp?x=dnd/ebwe/20041129a

■配布版についての補足
このシナリオは、2006 年 12 月開催「ホビージャパン・RPG コンベ

ンション」向けに製作されたタイトルを、日本語版ダンジョンズ＆ド
ラゴンズ公式ホームページでのダウンロード配布版として、製作者に
よって更新された内容含め、編集したものです。

モンスター以外にも、NPC に EWG「第９章 エベロンのキャンペーン」
をはじめとした掲載データを用いていますが、このシナリオによって、
これらの NPC の設定、およびエベロンというワールド・セッティング
になにかしらの影響があるということはありません。

本シナリオは、日本語版ダンジョンズ＆ドラゴンズ 第 3.5 版に準拠
しており、同シリーズに関してのエラッタにおいて影響のある修正が
発表された場合は、DM の判断の元でそれを反映することが推奨されま
す。

2007/02/16

■日本語版ダンジョンズ＆ドラゴンズ公式ホームページ
http://www.hobbyjapan.co.jp/dd/

■株式会社ホビージャパン
〒 151-0053 東京都渋谷区代々木 2-15-8 新宿 Hobby ビル
輸入ゲーム事業課／カスタマーサービス
TEL:03-5304-9286( 受付：平日 13:00 ～ 18:00）
E-mail:cardgame@hobbyjapan.co.jp

本シナリオの無断転載・コピー、再配布等を禁じます。
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■製品紹介

NEW!!
エベロン・プレイヤーズガイド

A4 変形　ハードカバー
予価：￥6,090（本体￥5,800+ 税）
2007 年 2 月末 発売予定 

エベロン・ワールドガイド
A4 変形　ハードカバー
定価：￥7,980（本体￥7,600+ 税）

絶賛発売中

プレイヤーズハンドブック 第 3.5 版
A4 変形　ハードカバー
定価：￥6,090（本体￥5,800+ 税）
絶賛発売中

ダンジョンマスターズガイド 第 3.5 版
A4 変形　ハードカバー
定価：6,930( 本体￥6,600+ 税 )
絶賛発売中

モンスターマニュアル  第 3.5 版
A4 変形　ハードカバー
定価：6,930( 本体￥6,600+ 税 )
絶賛発売中


