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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




