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D&D® NEXT用データ・ブロック

アブデル・エイドリアン
中型・人型生物（ヒューマン）、真なる中立

AC：18（プレート）
hp：22（3d10＋6）
移動速度：25フィート

【筋】 【敏】 【耐】 【知】 【判】 【魅】
16(＋3) 14(＋2) 15(＋2) 10(±0) 11(±0) 12(＋1)

感覚：受動〈知覚〉10
言語：共通語
脅威度：1/2（100XP）

アクション
ガントレット：近接武器攻撃： 攻撃＋5、間合いフィート5、クリーチ
ャー1体。ヒット： 1d4＋3［殴打］ダメージ。この攻撃が6以上のダメ
ージを与えたなら、目標は伏せ状態になる。

リアクション
防衛：アブデルから5フィート以内にいる敵がアブデル以外の目標を
攻撃したとき、その敵はアブデルから機会攻撃を誘発する。

ガンドの侍祭
中型・人型生物（ヒューマン）、真なる中立

AC：16（チェインメイル）
hp：11（2d8＋2）
移動速度：25フィート

【筋】 【敏】 【耐】 【知】 【判】 【魅】
13(＋1) 11(±0) 13(＋1) 10(±0) 15(＋2) 10(±0)

感覚：受動〈知覚〉12
言語：共通語
脅威度：1/4（50XP）

アクション
メイス：近接武器攻撃： 攻撃＋2、間合い5フィート、クリーチャー1
体。ヒット：4（1d6＋1）［殴打］ダメージ。

ライト・クロスボウ：遠隔武器攻撃： 攻撃＋1、射程80/320フィート、
クリーチャー1体。ヒット： 4（1d8）［刺突］ダメージ。
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翻訳：塚田与志也

翻訳協力：D&D日本語版翻訳チーム（岡田伸、桂令夫、舘野恒雪、柳
田真坂樹）

レイアウト：田中彰、上田明

（訳注：このファイルには、D&D第5版の原型となった『D&D Next』プ
レイテスト用ルールを用いてこのアドベンチャーを運用するために必要
な情報が含まれている。そしてDMはこのファイルをかんたんにD&D第
5版に流用できる。

　翻訳にあたっては以下の調整を加えた。（1）D&D第5版の書式に
あわせて感覚の項に受動〈知覚〉の値を補い、第5版に存在しない
夜目（low-light vision）は暗視60フィートとした。（2）脅威度と経験
点はD&D第5版『Dungeon Master’s Guide』日本語版P.274の『脅威
度ごとのモンスター・データ』表を参照して算出した。（3）完全耐性
（immunities）はダメージ完全耐性、状態完全耐性に振り分け、いずれ
にも入りきらないものは特徴の中に『完全耐性』という項目を設けて記
述した。（4）その他の修整点については個別の箇所に訳注を設けた）
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爆破屋
中型・人型生物（ドワーフ）、真なる中立

AC：13（ハイド）
hp：17（2d10＋6）
移動速度：25フィート

【筋】 【敏】 【耐】 【知】 【判】 【魅】
16(＋3) 12(＋1) 17（＋3) 10(±0) 14(＋2) 11(±0)

ダメージ抵抗：［毒］
感覚：暗視60フィート、受動〈知覚〉12
言語：共通語、ドワーフ語
脅威度：1/4（50XP）

ドワーフの毒耐性：このドワーフは毒に対するセーヴィング・スローに
有利を得る。

アクション
ショート・ソード：近接武器攻撃： 攻撃＋4、間合い5フィート、クリー
チャー1体。ヒット： 6（1d6＋3）［刺突］ダメージ。

錬金術師の火：この爆破屋から30フィート以内の1点を中心とした半
径5フィートの範囲内の地面は、以後1分間、火に覆われる。この火が
出現した時点で範囲内にいたクリーチャー、およびこの火の中でター
ンを終了したクリーチャーは難易度11の【敏捷力】セーヴを行なわね
ばならず、失敗すると1d6＋2［火］ダメージを受ける（成功した場合
は半分のダメージ）。

ベハルに選ばれし者
　リルサ・レイル、トーリン・シルヴァーシールド、アルダー・レイヴン
ガード、またはPCの1人が“ベハルに選ばれし者”となったなら、そのキ
ャラクターは以下の利益をすべて得る。

登攀移動速度： 歩行移動速度に等しい登攀移動速度を得る。
完全耐性： 毒状態、［毒］ダメージ、病気に対する完全耐性を得る。
跳躍： ベハルに選ばれし者の跳躍による移動は機会攻撃を誘発し
ない。
殺戮の魔力：ベハルに選ばれし者の攻撃がヒットした目標は難易度
10の【耐久力】セーヴを行なわねばならず、失敗すると移動速度が0
になる。目標は自分のターンの移動をすべて費やすかまたは1回のア
クションとして、難易度10の【耐久力】判定を行なうことができ、成功
すればこの移動速度の減少は終了する。
　すでに移動速度が0になっているクリーチャーにベハルに選ばれ
し者の攻撃がヒットした時は、その目標は難易度10の【耐久力】セ
ーヴを行なわねばならず、失敗すると1分間朦朧状態になる。こうし
て朦朧状態になった目標は自分のターンの終了時毎にこのセーヴを
再び行なうことができ、成功すれば目標に関するこの効果は終了す
る。

“ベハルの落とし子”の殺戮者
中型・人型生物、混沌にして悪

AC：14
hp：30（4d10＋8）
移動速度：40フィート、登攀40フィート

【筋】 【敏】 【耐】 【知】 【判】 【魅】
14(＋2) 17(＋3) 15(＋2) 11(±0) 11(±0) 13(＋1)

ダメージ完全耐性：［毒］
状態完全耐性：毒状態
感覚：暗視60フィート、受動〈知覚〉10
言語：共通語
脅威度：1（200XP）

病気に対する完全耐性：“ベハルの落とし子”の殺戮者は病気になら
ない。

跳躍：“ベハルの落とし子”の殺戮者の跳躍による移動は機会攻撃を
誘発しない。

アクション
爪：近接武器攻撃： 攻撃＋5、間合い5フィート、クリーチャー1体。ヒ
ット： 7（2d4+2）［斬撃］ダメ―ジ。目標は難易度10の【耐久力】セ
ーヴを行なわねばならず、失敗すると魔法によって移動速度が0にな
る。目標は自分のターンの移動をすべて費やすかまたは1回のアクシ
ョンとして、難易度10の【耐久力】判定を行なうことができ、成功す
ればこの移動速度の減少は終了する。

噛みつき：近接武器攻撃： 攻撃＋5、間合い5フィート、移動速度が
0であるクリーチャー1体。ヒット： 11（2d8＋2）［刺突］ダメージ。目
標は難易度10の【耐久力】セーヴを行なわねばならず、失敗すると1
分間朦朧状態になる。目標は自分のターンの終了時毎にこのセーヴ
を再び行なうことができ、成功すれば目標に関するこの効果は終了
する。
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コラン
中型・人型生物（エルフ）、真なる中立

AC：15（スタデッド・レザー）
hp：39（6d10＋6）
移動速度：35フィート

【筋】 【敏】 【耐】 【知】 【判】 【魅】
13(＋1) 17(＋3) 12(＋1) 12(＋1) 14(＋2) 16（＋3)

状態完全耐性：魅了状態
感覚：暗視60フィート、受動〈知覚〉12
言語：エルフ語、共通語
脅威度：2（450XP）

鋭敏視覚＆聴覚：視覚と聴覚に基づく【判断力】〈知覚〉判定に有利
を得る。

自由人の魂：コランを眠らせることはできない。

練達：コランは2d6の“練達ダイス”を持っている。コランは自分のアク
ションとして行なう攻撃を行なう際に練達ダイスを1つ使用し、1d6を
ロールしてその結果を1回の攻撃ロールに加えることができる。使用
した練達ダイスは小休憩または大休憩の終了時に回復する。

アクション
ショート・ソード：近接武器攻撃： 攻撃＋6、間合い5フィート、クリー
チャー1体。ヒット：10（2d6＋3）［刺突］ダメージ。

ロングボウ：遠隔武器攻撃： 攻撃＋6、射程80／320フィート、クリー
チャー1体。ヒット：12（2d8＋3）［刺突］ダメージ。

連射：コランは練達ダイスを1つ使用し、互いの距離が20フィート以
下である2体の目標に1回ずつロングボウ攻撃を行なう。

リアクション
機敏な回避：コランに近接攻撃がヒットしそうになった時、コランは
練達ダイスを1つロールし、出た目の半分を自分のACに加えることが
できる。その攻撃がミスしたなら、コランは最大10フィートまでの移
動を行なえる。この移動は機会攻撃を誘発しない。

船員
中型・人型生物（ヒューマン）、真なる中立

AC：13（スタデッド・レザー）
hp：11（2d8＋2）
移動速度：30フィート

【筋】 【敏】 【耐】 【知】 【判】 【魅】
14(＋2) 11(±0) 12(＋1) 10(±0) 12(＋1) 10(±0)

感覚：受動〈知覚〉11
言語：共通語
脅威度：1/4（50XP）

アクション
ショート・ソード：近接武器攻撃： 攻撃＋2、間合い5フィート、クリー
チャー1体。ヒット： 5（1d6＋2）［刺突］ダメージ。

ファイアー・メフィット
小型・エレメンタル、真なる中立

AC：14
hp：16（3d8＋3）
移動速度：30フィート、飛行30フィート

【筋】 【敏】 【耐】 【知】 【判】 【魅】
8(－1) 16(＋3) 12(＋1) 9(－1) 10(±0) 13(＋1)

ダメージ完全耐性：［火］
感覚：暗視60フィート、受動〈知覚〉10
言語：火界語、共通語
脅威度：2（450XP）

生得呪文発動能力：このメフィットは以下の呪文を生得的に発動で
きる（呪文セーヴ難易度11、呪文攻撃＋3）。
1回／日：ヒート・メタル
1回／時間：スコーチング・レイ

火吸収：このメフィットは、［火］ダメージにさらされても、一切のダ
メージを受けないばかりか、かえって本来受けるはずだった［火］ダ
メージと同じだけのヒット・ポイントを回復する。

アクション
爪：近接武器攻撃： 攻撃＋5、間合い5フィート、クリーチャー1体。
ヒット： 5（1d4＋3）［斬撃］ダメージおよび2（1d4＋2）［火］ダメー
ジ。

ブレス攻撃（再チャージ6）：15フィートの円錐形の範囲に炎を吐く。
範囲内のクリーチャーはみな難易度11の【敏捷力】セーヴを行なわ
ねばならず、失敗すると9（2d8）［火］ダメージを受ける（成功した場
合は半分のダメージ）。

“燃える拳”の伍長
中型・人型生物（ヒューマン）、真なる中立

AC：18（プレート）
hp：30（4d10＋8）
移動速度：25フィート

【筋】 【敏】 【耐】 【知】 【判】 【魅】
16(＋3) 12(＋1) 14(＋2) 10(±0) 11(±0) 12(＋1)

感覚：受動〈知覚〉10
言語：共通語
脅威度：2（450XP）

アクション
怒涛の攻撃（再チャージ5～6）：2回の近接攻撃を行なう。

ヘヴィ・フレイル：近接武器攻撃： 攻撃＋5、間合い5フィート、クリー
チャー1体。ヒット： 8（1d10＋3）［殴打］ダメージ。
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“燃える拳”の下級士官
中型・人型生物（ヒューマン）、真なる中立

AC：16（スケイル・メイル）
hp：19（3d10＋3）
移動速度：30フィート

【筋】 【敏】 【耐】 【知】 【判】 【魅】
16(＋3) 14(＋2) 13(＋1) 10(±0) 11(±0) 12(＋1)

感覚：受動〈知覚〉10
言語：共通語
脅威度：脅威度1（200XP）

アクション
バスタード・ソード：近接武器攻撃： 攻撃＋5、間合い5フィート、ク
リーチャー1体。ヒット： 1d10＋3［斬撃］ダメージ。この攻撃が9以上
のダメージを与えたなら、目標は伏せ状態になる。

リアクション
防衛：この下級士官から5フィート以内にいる敵がこの下級士官以外
の目標を攻撃したとき、その敵はこの下級士官から機会攻撃を誘発
する。

“燃える拳”の兵卒
中型・人型生物（ヒューマン）、真なる中立

AC：17（スケイル・メイル、シールド）
hp：11（2d8＋2）
移動速度：30フィート

【筋】 【敏】 【耐】 【知】 【判】 【魅】
14(＋2) 12(＋1) 12(＋1) 10(±0) 10(±0) 10(±0)

感覚：受動〈知覚〉10
言語：共通語
脅威度：1/4（50XP）

アクション
ロングソード：近接武器攻撃： 攻撃＋2、間合い5フィート、クリーチ
ャー1体。ヒット： 1d8＋2［斬撃］ダメージ。この攻撃が7以上のダメー
ジを与えた場合、この兵卒は“目標を5フィート押しやり、かつ自分も5
フィート移動して目標の5フィート以内に留まる”ことができる。この移
動は機会攻撃を誘発しない。

ライト・クロスボウ：遠隔武器攻撃： 攻撃＋1、射程80／320フィー
ト、クリーチャー1体。ヒット： 5（1d8＋1）［刺突］ダメージ。

“燃える拳”の軍曹
中型・人型生物（ヒューマン）、真なる中立

AC：20（プレート、シールド）
hp：37（5d10＋10）
移動速度：25フィート

【筋】 【敏】 【耐】 【知】 【判】 【魅】
16(＋3) 10(±0) 14(＋2) 12(＋1) 12(＋1) 12(＋1)

感覚：受動〈知覚〉11
言語：共通語
脅威度：3（700XP）

アクション
怒涛の攻撃（再チャージ4～6）：2回の近接攻撃を行なう。

フレイル：近接武器攻撃： 攻撃＋5、間合い5フィート、クリーチャー1
体。ヒット： 1d8＋3［殴打］ダメージ。この攻撃が8以上のダメージを
与えた場合、目標は伏せ状態になる。

ハーフリングの盗賊
小型・人型生物（ハーフリング）、真なる中立

AC：15（スタデッド・レザー）
hp：9（2d8）
移動速度：25フィート

【筋】 【敏】 【耐】 【知】 【判】 【魅】
12(＋1) 16(＋3) 10(±0) 10(±0) 11(±0) 14(＋2)

感覚：受動〈知覚〉10
言語：共通語
脅威度：1/2（100XP）

機を見るに敏：このハーフリングは、攻撃ロールに有利を得ている
時、その有利を失う代わりに2回の攻撃を行なうことができる。

忍び：このハーフリングは隠れるための【敏捷力】判定に有利を得
る。

ハーフリングの幸運：攻撃ロール、能力値判定、セーヴィング・スロー
で1の目を出したなら、そのダイスを再ロールできる。ただし新しい結
果は必ず使用せねばならない（訳注：もう一度1の目が出た場合、そ
の結果を再ロールすることはできない）。

ハーフリングの勇気：恐怖状態をもたらす効果に対するセーヴィン
グ・スローに有利を得る。

アクション
ダガー：近接・遠隔武器攻撃： 攻撃＋5、間合い5フィートまたは射
程30／120フィート、クリーチャー1体。ヒット： 5（1d4＋3）［刺突］ダ
メージ。このハーフリングのこのターンの終了時まで、目標はこのハー
フリングに対して機会攻撃を行なうことができない。



6

ハーバー・マニフェスト
Harbor Manifest／積荷目録
その他の魔法のアイテム、アンコモン
　この書物の革表紙には、見えにくい精妙なパターンがびっしりと描
かれている。
　この書物を開くためには、表紙に描かれた魔法のパターンを正確
になぞらなければならない。この魔法のパターンは何度も何度もなぞ
られてきたため、表紙にはくっきりと跡がついているが、複雑なパタ
ーンを正しくなぞるためには難易度15の【敏捷力】または【知力】判
定が必要である。パターンを正しくなぞらずに開いた場合、この書物
はオウムのような声で「泥棒！　助けて！　泥棒！　助けて！」と叫
び始める。この叫び声は表紙のパターンを正しくなぞるまで永遠に繰
り返される。パターンを正確になぞってこの書物を1回開いた者は、
以後は判定の必要がなくなる。さらに、この書物が開かれている間、
この書物に対して読み上げられた内容はすべて自動的にこの書物に
記録される。

人間の傍観者
中型・人型生物（ヒューマン）、真なる中立

AC：10
hp：4（1d8）
移動速度：30フィート

【筋】 【敏】 【耐】 【知】 【判】 【魅】
11(±0) 11(±0) 10(±0) 10(±0) 10(±0) 11(±0)

感覚：受動〈知覚〉10
言語：共通語
脅威度：0（10XP）

アクション
拳：近接武器攻撃： 攻撃±0、間合い5フィート、クリーチャー1体。ヒ
ット： 1［殴打］ダメージ。

投石：攻撃： 攻撃±0、射程20／80フィート、クリーチャー1体。ヒッ
ト： 1［殴打］ダメージ。

インブラリム・スクーンド
中型・人型生物（ヒューマン）、中立にして悪

AC：12
hp：18（4d6＋4)
移動速度：30フィート

【筋】 【敏】 【耐】 【知】 【判】 【魅】
10(±0) 14(＋2) 12(＋1) 17(＋3) 17(＋3) 12(＋1)

感覚：受動〈知覚〉13
言語：共通語
脅威度：1（200XP）

呪文発動能力：インブラリムは4レベルの術者であり、呪文発動能力
値は【知力】である（呪文セーヴ難易度14、呪文攻撃＋6）。インブラ
リムは以下の呪文を準備している。
回数無制限：ショッキング・グラスプ、マイナー・イリュージョン、レイ・
オヴ・フロスト
1レベル（4スロット）：カラー・スプレー、サンダーウェイヴ、シールド、
マジック・ミサイル
2レベル（3スロット）：インヴィジビリティ

アクション
クオータースタッフ：近接武器攻撃： 攻撃＋2、間合い5フィート、ク
リーチャー1体。ヒット： 4（1d4＋2）［殴打］ダメージ。

ラライルラ・サンドレス
中型・人型生物（ハーフエルフ）、真なる中立

AC：15（スタデッド・レザー）
hp：11（2d8＋2）
移動速度：30フィート

【筋】 【敏】 【耐】 【知】 【判】 【魅】
12(＋1) 16(＋3) 13(＋1) 10(±0) 11(±0) 12(＋1)

感覚：暗視60フィート、受動〈知覚〉10
言語：共通語
脅威度：1/2（100XP）

機を見るに敏：ラライルラは、攻撃ロールに有利を得ている時、その
有利を失う代わりに2回の攻撃を行なうことができる。

忍び：ラライルラは隠れるための【敏捷力】判定に有利を得る。

集中力（小休憩または大休憩で再チャージ）：ラライルラがクリーチ
ャーにダメージを与えた時、ラライルラはそのクリーチャーに対する
次の1回の攻撃ロールに有利を得ることができる。

アクション
ダガー：近接／遠隔武器攻撃： 攻撃＋5、間合い5フィートまたは射
程30／120フィート、クリーチャー1体。ヒット： 5（1d4＋3）［刺突］ダ
メージ。ラライルラのこのターンの終了時まで、目標はラライルラに
対して機会攻撃を行なうことができない。
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ナント・サンゴル
中型・人型生物（ドワーフ）、真なる中立

AC：14（スタデッド・レザー）
hp：13（2d6＋6）
移動速度：25フィート

【筋】 【敏】 【耐】 【知】 【判】 【魅】
16(＋3) 12(＋1) 17（＋3) 10(±0) 17(＋3) 10(±0)

ダメージ抵抗：［毒］
感覚：暗視60フィート、受動〈知覚〉13
言語：共通語、ドワーフ語
脅威度：1/4（50XP）

機を見るに敏：ナントは、攻撃ロールに有利を得ている時、その有利
を失う代わりに2回の攻撃を行なうことができる。

シフト：ナントが自分のターンにおいて5フィート以下しか移動しない
ならば、その移動は機会攻撃を誘発しない。

ドワーフの毒耐性：毒に対するセーヴィング・スローに有利を得る。

アクション
ダガー：近接／遠隔武器攻撃： 攻撃＋5、間合い5フィートまたは射
程30／120フィート、クリーチャー1体。ヒット： 5（1d4＋3）［刺突］ダ
メージ。ナントのこのターンの終了時まで、目標はナントに対して機会
攻撃を行なうことができない。

九本指
中型・人型生物（ヒューマン）、真なる中立

AC：15（スタデッド・レザー）
hp：39（6d8＋12）
移動速度：30フィート

【筋】 【敏】 【耐】 【知】 【判】 【魅】
12(＋1) 18(＋4) 14(＋2) 13(＋1) 17(＋3) 14(＋2)

感覚：受動〈知覚〉13
言語：共通語
脅威度：2（450XP）

軽業移動：九本指が自分のターンに移動を行なっている間、彼女の
ACは18になる。

急所攻撃：九本指が攻撃ロールに有利を得ている時、九本指はその
有利を失う代わりに、その攻撃がヒットしたら2d6＋6の追加ダメー
ジを与えることを選べる。

集中力（小休憩または大休憩で再チャージ）：九本指がクリーチャー
にダメージを与えた時、九本指はそのクリーチャーに対する次の1回
の攻撃ロールに有利を得ることができる。

盗賊：九本指は平衡感覚、罠の無力化、隠れ身、鍵開けのための能
力値判定に有利を得る。

アクション
複数回攻撃：2回の近接攻撃を行なう。

ダガー：近接／遠隔武器攻撃： 攻撃＋6、間合い5フィートまたは射
程30／120フィート、クリーチャー1体。ヒット： 6（1d4＋4）［刺突］ダ
メージ。
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貴族の決闘屋
中型・人型生物（ヒューマン）、真なる中立

AC：14（レザー）
hp：11（2d8＋4）
移動速度：30フィート

【筋】 【敏】 【耐】 【知】 【判】 【魅】
12(＋1) 17(＋3) 14(＋2) 10(±0) 14(＋2) 12(＋1)

感覚：受動〈知覚〉12
言語：共通語
脅威度：1/2（100XP）

集中力（小休憩または大休憩で再チャージ）：貴族の決闘屋がクリー
チャーにダメージを与えた時、貴族の決闘屋はそのクリーチャーに
対する次の1回の攻撃ロールに有利を得ることができる。

機を見るに敏：貴族の決闘屋は、攻撃ロールに有利を得ている時、そ
の有利を失う代わりに2回の攻撃（レイピア1回、ショートソード1回）
を行なうことができる。

アクション
レイピア：近接武器攻撃： 攻撃＋4、間合い5フィート、クリーチャー
1体。ヒット： 7（1d8＋3）［刺突］ダメージ。

ショートソード：近接武器攻撃： 攻撃＋4、間合い5フィート、クリー
チャー1体。ヒット： 6（1d6＋3）［刺突］ダメージ。

貴族の私兵
中型・人型生物（ヒューマン）、真なる中立

AC：12（レザー）
hp：11（2d8＋2）
移動速度：30フィート

【筋】 【敏】 【耐】 【知】 【判】 【魅】
14(＋2) 12(＋1) 12(＋1) 10(±0) 10(±0) 10(±0)

感覚：受動〈知覚〉10
言語：共通語
脅威度：1/8（25XP）

アクション
ロングソード：近接武器攻撃： 攻撃＋2、間合い5フィート、クリーチ
ャー1体。ヒット： 1d8＋2［斬撃］ダメージ。この攻撃が7以上のダメー
ジを与えた場合、この私兵は“目標を5フィート押しやり、かつ自分も5
フィート移動して目標の5フィート以内に留まる”ことができる。この移
動は機会攻撃を誘発しない。

貴族の若者
中型・人型生物（ヒューマン）、真なる中立

AC：10
hp：5（1d8＋1）
移動速度：30フィート

【筋】 【敏】 【耐】 【知】 【判】 【魅】
11(±0) 10(±0) 12(＋1) 10(±0) 11(±0) 11(±0)

感覚：受動〈知覚〉10
言語：共通語
脅威度：0（10XP）

アクション
代用武器：近接／遠隔武器攻撃： 攻撃＋1、間合い5フィートまたは
射程20／40フィート、クリーチャー1体。ヒット： 2（1d4)［殴打］ダメ
ージ。

リルサ・レイル
中型・人型生物（ヒューマン）、真なる中立

AC：15（レザー）
hp：33（6d6＋12）
移動速度：30フィート

【筋】 【敏】 【耐】 【知】 【判】 【魅】
14(＋2) 18(＋4) 14(＋2) 10(±0) 11(±0) 15(＋2)

感覚：受動〈知覚〉
言語：共通語
脅威度：3（700XP）

急所攻撃：リルサが攻撃ロールに有利を得ている時、リルサはその
有利を失う代わりに、その攻撃がヒットしたら2d6＋6の追加ダメー
ジを与えることを選べる。

狡猾：リルサは説得、真意の看破、隠れ身のための能力値判定に有
利を得る。

集中力（小休憩または大休憩ごとに2回）：リルサがクリーチャーにダ
メージを与えた時、リルサはそのクリーチャーに対する次の1回の攻
撃ロールに有利を得ることができる。

戦術的指令：リルサの声を聞くことができ、リルサから30フィート以
内にいる友好的なクリーチャーは、自身のターンにおいて15フィート
以下しか移動しないならば、その移動は機会攻撃を誘発しない。

戦術的洞察力：リルサが自分のターンにおいて15フィート以下しか移
動しないならば、その移動は機会攻撃を誘発しない。

アクション
斬撃疾駆：1回のショート・ソード攻撃を行ない、“戦術的洞察力”を利
用して移動し、しかるのち1回のダガー攻撃を行なう。彼女のターン
は終了する。

ショート・ソード：近接武器攻撃： 攻撃＋7、射程5フィート、クリーチ
ャー1体。ヒット： 7（1d6＋4）［刺突］ダメージ。

ダガー：近接攻撃： 攻撃＋7、射程5フィートまたは射程30／120フィ
ート、クリーチャー1体。ヒット： 6（1d4＋4）［刺突］ダメージ。
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煙火薬製作者
中型・人型生物（ヒューマン）、真なる中立

AC：13
hp：22（4d6＋8)
移動速度：30フィート

【筋】 【敏】 【耐】 【知】 【判】 【魅】
12(＋1) 16(＋3) 14(＋2) 16(＋3) 12(＋1) 11(±0)

感覚：受動〈知覚〉11
言語：共通語、ゴブリン語
脅威度：1/2（100XP）

呪文発動能力：回数無制限でレイ・オヴ・フロスト を発動できる（呪
文攻撃＋4）。

アクション
クオータースタッフ：近接武器攻撃： 攻撃＋3、間合い5フィート、ク
リーチャー1体。ヒット： 5（1d4＋3）［殴打］ダメージ。

酸の噴霧（再チャージ5～6）：15フィートの円錐形の範囲内のクリー
チャーはみな難易度11の【敏捷力】セーヴを行なわねばならず、失敗
すると13（3d8）［酸］ダメージを受ける（成功した場合は半分のダメ
ージ）。

ならず者
中型・人型生物（ヒューマン）、真なる中立

AC：10
hp：9（2d8)
移動速度：30フィート

【筋】 【敏】 【耐】 【知】 【判】 【魅】
12(＋1) 11(±0) 11(±0) 10(±0) 10(±0) 10(±0)

感覚：受動〈知覚〉10
言語：共通語
脅威度：1/8（25XP）

アクション
ダガー：近接武器攻撃： 攻撃＋2、間合い5フィート、クリーチャー1
体。ヒット： 3（1d4＋1）［刺突］ダメージ。

ライト・クロスボウ：遠隔武器攻撃： 攻撃＋1、射程80／320フィー
ト、クリーチャー1体。ヒット： 4（1d8）［刺突］ダメージ。

屈強なならず者
中型・人型生物（ヒューマン）、真なる中立

AC：12（レザー）
hp：19（3d8＋6)
移動速度：30フィート

【筋】 【敏】 【耐】 【知】 【判】 【魅】
14(＋2) 12(＋1) 14(＋2) 10(±0) 11(±0) 10(±0)

感覚：受動〈知覚〉10
言語：共通語
脅威度：1/4（50XP）

ならず者のやり口：ある敵から5フィート以内にこのならず者の味方
がいるなら、このならず者はその敵への攻撃ロールに有利を得る。

アクション
ダガー：近接武器攻撃： 攻撃＋4、間合い5フィート、クリーチャー1
体。ヒット： 4（1d4＋2）［刺突］ダメージ。

ライト・クロスボウ：遠隔武器攻撃： 攻撃＋3、射程80／320フィー
ト、クリーチャー1体。ヒット： 5（1d8＋1）［刺突］ダメージ。

トーリン・シルヴァーシールド
中型・人型生物（ヒューマン）、真なる中立

AC：17（スケイル・メイル、シールド）
hp：39（6d8＋12）
移動速度：30フィート

【筋】 【敏】 【耐】 【知】 【判】 【魅】
15(＋2) 12(＋1) 15(＋2) 11(±0) 14(＋2) 18（＋4)

感覚：受動〈知覚〉12
言語：共通語
脅威度：2（450XP）

呪文発動能力：トーリンは6レベルの術者であり、呪文発動能力値は
【判断力】である（呪文セーヴ難易度14）。トーリンは以下の呪文を
準備している。
初級呪文：スペア・ザ・ダイイング、ライト、レジスタンス
1レベル（3スロット）：コマンド、キュア・ウーンズ、シールド・オヴ・フ
ェイス
2レベル（2スロット）：ホールド・パースン、レッサー・レストレーショ
ン
3レベル（2スロット）：ディスペル・マジック
　（訳注：原文では3レベル・スロットにprayer呪文が含まれるが、こ
れは5版に存在しない呪文であるため省いた）

アクション
複数回攻撃：2回の近接攻撃を行なう。

モーニングスター：近接武器攻撃： 攻撃＋6、間合い5フィート、クリ
ーチャー1体。ヒット： 6（1d8＋2）［刺突］ダメージ。
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アルダー・レイヴンガード
中型・人型生物（ヒューマン）、真なる中立

AC：20（プレート、シールド）
hp：45（6d10＋12）
移動速度：25フィート

【筋】 【敏】 【耐】 【知】 【判】 【魅】
17(＋3) 14(＋2) 14(＋2) 11(±0) 10(±0) 15(＋2)

感覚：受動〈知覚〉10
言語：共通語
脅威度：3（700XP）

アクション
複数回攻撃：2回の近接攻撃を行なう。ただし“盾”攻撃は1回しか使
用できない。

バスタード・ソード：近接武器攻撃： 攻撃＋6、間合い5フィート、ク
リーチャー1体。ヒット： 8（1d10＋3）［斬撃］ダメージ。

盾（再チャージ6）：近接武器攻撃： 攻撃＋6、間合い5フィート、クリ
ーチャー1体。ヒット： 6（1d6＋3）［殴打］ダメージ。アルダーは“目標
を最大10フィートまで押しやり、かつ自分も最大10までフィート移動
して目標の5フィート以内に留まる”ことができる。この移動は機会攻
撃を誘発しない。目標のこの移動が、アルダーに友好的なクリーチャ
ーの5フィート以内で終了したなら、目標はそのクリーチャーから機
会攻撃を誘発する。

リアクション
防衛：アルダーから5フィート以内にいる敵がアルダー以外の目標を
攻撃したとき、その敵はアルダーから機会攻撃を誘発する。

ヴィーカング
中型・人型生物（ヒューマン）、混沌にして悪

AC：15（レザー・アーマー）
hp：26（4d8＋8）
移動速度：30フィート

【筋】 【敏】 【耐】 【知】 【判】 【魅】
12(＋1) 19(＋4) 14(＋2) 13(＋1) 15(＋2) 14(＋2)

感覚：受動〈知覚〉12
言語：共通語
脅威度：1（200XP）

暗中の刃：ヴィーカングがあるクリーチャーから隠れている時に、ヴィ
ーカングの近接攻撃がそのクリーチャーにヒットしたなら、その攻撃
は2d6+4の追加ダメージを与える。

アクション
ショート・ソード：近接武器攻撃： 攻撃＋5、間合い5フィート、クリー
チャー1体。ヒット： 7（1d6＋4）［刺突］ダメージ。

ライト・クロスボウ：遠隔武器攻撃： 攻撃＋5、射程80／320フィー
ト、クリーチャー1体。ヒット： 8（1d8＋4）［刺突］ダメージ。

包み隠す影（再チャージ4～6）：ヴィーカングを中心とした半径10フ
ィートの球形の範囲内は闇に包まれる。この暗闇を暗視で見通すこ
とはできず、いかなる光もこの闇を照らすことはないが、ヴィーカング
はこの闇の中でもものを見ることができる。しかるのち、ヴィーカン
グは（望むならばこのターンの移動を行なってから）隠れるための【
敏捷力】判定を有利つきで行なうことができる。この暗闇は、ヴィー
カングが攻撃を行なうか、ヴィーカングの次のターンの終了時まで、
持続する。

衛兵隊の軍曹
中型・人型生物（ヒューマン）、真なる中立

AC：16（チェインメイル）
hp：19（3d10＋3）
移動速度：25フィート

【筋】 【敏】 【耐】 【知】 【判】 【魅】
14(＋2) 11(±0) 13(＋1) 10(±0) 11(±0) 11(±0)

感覚：受動〈知覚〉10
言語：共通語
脅威度：1（200XP）

アクション
ハルバード：近接武器攻撃： 攻撃＋4、間合い10フィート、クリーチャ
ー1体。ヒット： 1d10＋2［斬撃］ダメージ。この攻撃が8以上のダメー
ジを与えた場合、目標は伏せ状態になる。

ショートボウ：遠隔武器攻撃： 攻撃＋2、射程80／320フィート、クリ
ーチャー1体。ヒット： 3（1d6）［刺突］ダメージ。

リアクション
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防衛：この軍曹から10フィート以内にいる敵がこの軍曹以外の目標を
攻撃したとき、その敵はこの軍曹から機会攻撃を誘発する。

衛兵隊の兵卒
中型・人型生物（ヒューマン）、真なる中立

AC：17（スケイル・メイル、シールド）
hp：11（2d8＋2）
移動速度：30フィート

【筋】 【敏】 【耐】 【知】 【判】 【魅】
14(＋2) 12(＋1) 12(＋1) 10(±0) 10(±0) 10(±0)

感覚：受動〈知覚〉10
言語：共通語
脅威度：1/4（50XP）

アクション
ロングソード：近接武器攻撃： 攻撃＋2、間合い5フィート、クリーチ
ャー1体。ヒット： 1d8＋2［斬撃］ダメージ。この攻撃が7以上のダメー
ジを与えた場合、この兵卒は“目標を5フィート押しやり、かつ自分も5
フィート移動して目標の5フィート以内に留まる”ことができる。この移
動は機会攻撃を誘発しない。

ショートボウ：攻撃： 攻撃＋1、射程80／320フィート、クリーチャー1
体。ヒット： 4（1d6＋1）［刺突］ダメージ。

イスラ・ブラックレル
中型・人型生物（ハーフエルフ）、真なる中立

AC：12
hp：18（4d6＋4）
移動速度：30フィート

【筋】 【敏】 【耐】 【知】 【判】 【魅】
10(±0) 14(＋2) 12(＋1) 17(＋3) 15(＋2) 12(＋1)

感覚：暗視60フィート、受動〈知覚〉12
言語：共通語
脅威度：3（700XP）

はったり：はったりのための【魅力】判定に有利を得る。

呪文発動能力：イスラは4レベルの術者であり、呪文発動能力は【知
力】である（呪文セーヴ難易度14、呪文攻撃＋6）。イスラは以下の呪
文を準備している。
初級呪文：メイジ・ハンド、プレスティディジエテイション、レイ・オヴ・
フロスト
1レベル（4スロット）：シールド、バーニング・ハンズ、マジック・ミサ
イル
2レベル（3スロット）：フレイミング・スフィアー、ミラー・イメージ

アクション
クオータースタッフ：近接武器攻撃： 攻撃＋2、間合い5フィート、ク
リーチャー1体。ヒット： 4（1d4＋2）［殴打］ダメージ。この攻撃が5以
上のダメージを与えた場合、目標は伏せ状態になる。


