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モンスター・データ、アップデート
　『ダンジョンズ＆ドラゴンズ第4版』は2008年の発表以来、より
バランスのとれたゲームのために、常にデータの調整を行なって
きています。特に『モンスター・マニュアル』に掲載されたモンス
ター（4版初期から登場したD&Dを代表するモンスター達）の幾つ
かは、2010年に発表された『Monster Vault』や各種冒険シナリオ、
Web記事、雑誌記事などでアップデートされています。
　英語環境では、D&D Insider（WotC社が提供するD&D関連のイ
ンターネットサービス）のデータベースを利用することにより最新
のモンスター・データを利用できますが、このサービスは日本語
には対応しておりません。
　今回の記事は、幅広く遊ばれ、かつレベル帯が広い冒険シナリ
オである『ダンジョン・デルヴ』および『シルヴァー・クロークス戦
記　巨人族の逆襲』について、掲載モンスターのアップデート情報
を提供し、日本のD&Dユーザーの皆さんにより楽しくD&Dを遊ん
でもらうための記事です。

アップデートにより何が変わっているのか？
　モンスターの作成基準は、まず『モンスター・マニュアルII』に
て変更されており、その変更基準は『ダンジョン・マスターズ・ガ
イドII』に記されています。概要を示すと：
F	 “精鋭”モンスターは防御値にボーナスを得なくなりました。
F	 “単独” モンスターのhpは、そのモンスターが11レベル以上で

あっても標準モンスターの5倍ではなく4倍となりました。
F	 同じく “単独”モンスターは重傷時に攻撃力や機動力が強化され

るべきとされました。
F	 “雑魚” モンスターはシンプルに運用できる性能にするようにと

指針が示され、さらに後述する『レベルごとのダメージ』表に
従って、ダメージ基準が改正されました。

F	『ダンジョン・マスターズ・ガイド』P.184掲載の『レベルごと
のダメージ』表および、『役割別のモンスター・データ』表がアッ
プデートされたことにより、以降のモンスター・データはこの
新基準に沿ってデザインされるようになりました。大まかに
言って、モンスターの与ダメージが増加しています。

アップデート掲載モンスターに
ついて、および注意点
　『ダンジョン・デルヴ』および『シルヴァー・クロークス戦記　巨
人族の逆襲』掲載モンスターのうち、D&D Insiderで提供されてい
るデータベース、『D&D Compendium』の中でアップデートされて
いるものについて、その情報を掲載しました。
　アップデートされたモンスターは全体に与ダメージが増加し、
処理がシンプルになり、また一部のものは防御面が弱体化してい
ます。総じて、よりスピーディでスリリングな展開が志向されて
います。
　なお、使用時には以下のことにご注意ください。
F	 このデータは『ダンジョン・デルヴ』や『シルヴァー・クローク

ス戦記　巨人族の逆襲』に対する「直接の」アップデートとして
WotC社によって発表されているものではありません。使用は
あくまでも各DMがお好みで判断し、自己責任で処理してくだ
さい。

F	『ダンジョン・デルヴ』や『シルヴァー・クロークス戦記　巨人
族の逆襲』の各遭遇にはモンスターの『戦術』が記されています
が、その記述はアップデート前のデータに基づくものであり、
当ページのデータに差し替えた場合、示唆されているとおりの
行動がとれなくなることがあります（使用を推奨されているパ
ワーがアップデートによってなくなっているなど）。その場合、
DMは適宜モンスターの戦術や遭遇の構成を変更するなどして
対応してください。
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デルヴ1：カッパーナイト砦
遭遇1−1：コボルドの守備隊
コボルドのスリング兵	 レベル1　砲撃役
小型・自然・人型（爬虫類）	 XP100
hp：24；重傷値：12	 イニシアチブ：＋3
AC13；頑健12、反応14、意志12	 〈知覚〉＋1
移動速度：6	 暗視
標準アクション
m ダガー（［武器］）F無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
　ヒット：1d4＋3ダメージ。

r スリング（［武器］）F無限回
　攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）；＋8対AC
　ヒット：1d6＋5ダメージ。

R スペシャル・ショット／特殊な矢弾（［武器］）F無限回（1遭遇に3回まで）
　攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）；＋8対AC
　ヒット：1d6＋5ダメージ。さらに加えて以下の効果1つ（1d6をロールして
決定）：
	1 2スティンクポット／悪臭弾：目標は攻撃ロールに−2のペナルティを受
ける（セーヴ・終了）。
	3 4ファイアーポット／火炎弾：目標は継続的［火］ダメージ2を受ける（セ
ーヴ・終了）。
	5 6グルーポット／粘着弾：目標は動けない状態となる（セーヴ・終了）。

マイナー・アクション
シフティ／素速いシフトF無限回
　効果：このコボルドは1マスのシフトを行なう。

技能：〈隠密〉＋8
【筋】9（−1）	 【敏】17（＋3）	 【判】12（＋1）
【耐】12（＋1）	 【知】9（−1）	 【魅】10（±0）
属性：悪	 言語：共通語、竜語
装備品：レザー・アーマー、ダガー、スリング、スリング・ブリット×20、特殊な
矢弾3発分。

アップデート
『Monster	Vault』（未訳）にてアップデート。

遭遇1−2：祖先を讃える大広間
竜鱗盾のコボルド	 レベル2　兵士役
小型・自然・人型（爬虫類）	 XP125
hp：36；重傷値：18	 イニシアチブ：＋4
AC18；頑健14、反応13、意志13	 〈知覚〉＋2
移動速度：5	 暗視
標準アクション
m ショート・ソード（［武器］）F無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
　ヒット：1d6＋6ダメージ。
　効果：このコボルドは次のこのコボルドのターン終了時まで、目標をマーク
する。

ダーティ・タクティクス／汚い戦術（［武器］）F遭遇毎
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋5対“反応”
　ヒット：2d6＋7ダメージ、目標はこのコボルドの次のターンの終了時まで
動けない状態となる。
　ミス：半減ダメージ。目標はこのコボルドの次のターン終了時まで減速状
態となる。

マイナー・アクション
シフティ／素速いシフトF無限回
　効果：このコボルドは1マスのシフトを行なう。

トリガー型のアクション
ドラゴンシールド・タクティクス／竜鱗盾の戦闘術F無限回
　トリガー：隣接する1体の敵がシフトする。または1体の敵が自分に隣接す
るマスに移動する。
　効果（即応・対応）：このコボルドは1マスのシフトを行なう。

技能：〈運動〉＋8、〈隠密〉＋7、〈盗賊〉＋7
【筋】14（＋3）	 【敏】13（＋2）	 【判】12（＋2）
【耐】12（＋2）	 【知】9（±0）	 【魅】10（＋1）
属性：悪	 言語：共通語、竜語
装備：スケイル・アーマー、ライト・シールド、ショート・ソード
アップデート
『Monster	Vault』（未訳）にてアップデート。

コボルドの竜司祭	 レベル3　砲撃役（指揮）
小型・自然・人型（爬虫類）	 XP150
hp：36；重傷値：18	 イニシアチブ：＋4
AC17；頑健13、反応15、意志15	 〈知覚〉＋4
移動速度：6	 暗視
特徴
トラップ・センス／罠感知
　コボルドは罠に対するすべての防御値に＋2のボーナスを得る。

標準アクション
m スピア（［武器］）F無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
　ヒット：1d8＋4ダメージ。

R エナジー・オーブ／エネルギー弾（本文参照）F無限回
　攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋6対“反応”
　ヒット：2d6＋4ダメージ（ダメージ種別は仕えているドラゴンの種類に応じ
て1つ選択する）。

C ドラゴン・ブレス／竜の吐息（本文参照）F遭遇毎
　攻撃：近接範囲・噴射3（噴射の範囲内のクリーチャーすべて）；＋6対“頑
健”
　ヒット：2d6＋4ダメージ（ダメージ種別は仕えているドラゴンの種類に応じ
て1つ選択する）。
　ミス：半減ダメージ。

マイナー・アクション
シフティ／素速いシフトF無限回
　効果：このコボルドは1マスのシフトを行なう。

インサイト・フェイス／信仰の鼓舞F遭遇毎
　効果：近接範囲・爆発10（爆発の範囲内にいる味方のコボルドすべて）；
目標は一時的ヒット・ポイント5を獲得し、フリー・アクションとして1マスのシ
フトができる。

技能：〈隠密〉＋9、〈盗賊〉＋9
【筋】9（±0）	 【敏】16（＋4）	 【判】17（＋4）
【耐】12（＋2）	 【知】9（±0）	 【魅】12（＋2）
属性：悪	 言語：共通語、竜語
装備：ハイド・アーマー、スピア、骨製の仮面
　アップデート（2012/03/13）
『Halls	of	Undermountain』（未訳）にてアップデート。
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デルヴ2：折れた塔
遭遇2−2：死の罠の部屋
ぽんこつスケルトン	 レベル1　雑魚　遊撃役
中型・自然・自律体（アンデッド）	 XP25
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない	 イニシアチブ：＋5
AC16；頑健13、反応14、意志13	 〈知覚〉＋2
移動速度：6	 暗視
完全耐性：［毒］、［病気］；抵抗：［死霊］10；脆弱性：［光輝］5
標準アクション
m ロングソード（［武器］）F無限回
　効果：このスケルトンは攻撃の前に1マスのシフトを行なえる。
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
　ヒット：4ダメージ。

r ショートボウ（［武器］）F無限回
　効果：このスケルトンは攻撃の前に1マスのシフトを行なえる。
　攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）；＋6対AC
　ヒット：3ダメージ。

【筋】15（＋2）	 【敏】17（＋3）	 【判】14（＋2）
【耐】13（＋1）	 【知】3（−4）	 【魅】3（−4）
属性：無属性	 言語：——
装備品：ロングソード、ショートボウ、アロー20本入りの矢筒
アップデート
『Monster	Vault』（未訳）にてアップデート。

￥￥ゴブリンの呪い師→赤箱掲載の “ゴブリンのまじない屋” がほ
ぼ同能力￥

遭遇2−3：玉座の間
グレイ・ウルフ	 レベル2　遊撃役
中型・自然・野獣	 XP125
hp：38；重傷値：19	 イニシアチブ：＋6
AC16；頑健14、反応15、意志13	 〈知覚〉＋7
移動速度：8	 夜目
標準アクション
m バイト／噛みつきF無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
　ヒット：1d6＋5ダメージ、伏せ状態の敵に対しては2d6＋5ダメージ。この
グレイ・ウルフが目標に対して戦術的優位を得ているなら、目標は倒れて伏
せ状態になる。
　効果：このグレイ・ウルフは4マスまでのシフトを行なう。

【筋】13（＋2）	 【敏】16（＋4）	 【判】13（＋2）
【耐】14（＋3）	 【知】2（−3）	 【魅】10（＋1）
属性：無属性	 言語：——
　アップデート
『Monster	Vault』（未訳）にてアップデート。

ゴブリンの小頭	 レベル4　精鋭　制御役（指揮）
小型・自然・人型	 XP350
hp：110；重傷値：55	 イニシアチブ：＋4
AC18；頑健17、反応15、意志16	 〈知覚〉＋8
移動速度：5	 夜目
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント1
特徴
サヴァイヴァル・インスティンクト／生存本能
　ゴブリンの小頭は重傷時、すべての防御値に＋3のボーナスを得る。

標準アクション
m ショート・ソード（［武器］）F無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
　ヒット：1d10＋4ダメージ。
　ミス：隣接している味方1体がフリー・アクションとして1回の基礎攻撃を
行なう。

トリガー型のアクション
スペリアー・ゴブリン・タクティクス／特級ゴブリン戦法F無限回
　トリガー：敵が自分に対して近接攻撃をミスする。
　効果（即応・割込）：ゴブリンの小頭本人、ならびにゴブリンの小頭から視
線が通っている最大2体までの味方は、1マスのシフトを行なう。

技能：〈隠密〉＋10、〈盗賊〉＋10
【筋】18（＋6）	 【敏】14（＋4）	 【判】13（＋3）
【耐】15（＋4）	 【知】11（＋2）	 【魅】16（＋5）
属性：悪	 言語：共通語、ゴブリン後
装備：チェインメイル、ショート・ソード
アップデート
『Dungeon	Magazine	180』（未訳）にてアップデート。

デルヴ3：オークの要塞
遭遇3−3：兵営
ダイア・ウルフ	 レベル5　遊撃役
大型・自然・野獣（乗騎）	 XP200
hp：67；重傷値：33	 イニシアチブ：＋7
AC19；頑健18、反応17、意志16	 〈知覚〉＋9
移動速度：8	 夜目
特徴
パック・ハリアー／狩り立てる群れ
ダイア・ウルフは、自分の味方が1体以上目標に隣接しているのであれば、そ
の目標に対して戦術的優位を得る。

パック・ハンター／狩人の群［乗騎］
ダイア・ウルフは、自分の味方が2体以上目標に隣接しているのであれば、そ
の目標に対して戦術的優位を得る。

標準アクション
m バイト／噛みつきF無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋10対AC
　ヒット：2d8＋4ダメージ（伏せ状態の目標に対しては3d8＋4ダメージ）。
このダイア・ウルフが目標に対して戦術的優位を得ているなら、目標は倒れ
て伏せ状態になる。

【筋】19（＋6）	 【敏】16（＋5）	 【判】14（＋4）
【耐】19（＋6）	 【知】5（−1）	 【魅】11（＋2）
属性：無属性	 言語：——
アップデート
『Monster	Vault』（未訳）にてアップデート。
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デルヴ4：襲撃団の隠れ家
遭遇4−2：玉座のある玄室
ノールの狩の名人	 レベル5　砲撃役
中型・自然・人型	 XP200
hp：50；重傷値：25	 イニシアチブ：＋4
AC19；頑健17、反応18、意志15	 〈知覚〉＋11
移動速度：8	 夜目
特徴
パック・アタック／群での攻撃
敵に2体以上の味方が隣接している場合、このノールの攻撃は、その敵に対
し追加で5ポイントのダメージを与える。

標準アクション
m ハンドアックス（［武器］）F無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋10対AC
　ヒット：2d6＋3ダメージ、このノールが重傷なら2d6＋5ダメージ。

r ロングボウ（［武器］）F無限回
　攻撃：遠隔・30（クリーチャー1体）；＋12対AC
　ヒット：1d10＋8ダメージ、このノールが重傷なら1d10＋10ダメージ。

技能：〈隠密〉＋11
【筋】16（＋5）	 【敏】19（＋6）	 【判】14（＋4）
【耐】14（＋4）	 【知】8（＋1）	 【魅】7（±0）
属性：混沌にして悪	 言語：共通語、奈落語
装備：レザー・アーマー、ハンドアックス、ロングボウ、アロー×30
アップデート
『Monster	Vault』（未訳）にてアップデート。

遭遇4−3：“飢えし者”の井戸
グレル	 レベル7　精鋭　兵士役
中型・異形・魔獣（無視覚）	 XP600
hp：156；重傷値：78	 イニシアチブ：＋9
AC22；頑健19、反応20、意志17	 〈知覚〉＋9
移動速度：1（劣悪）、飛行6（ホバリング）	 擬似視覚12
完全耐性：盲目状態、［凝視］
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント1
特徴
ヒューマン・シールド／人間の盾
グレルは敵をつかんでいる間、ACに＋2のボーナスを得る。
標準アクション
m テンタクル・レイク／触手の引っかき（［毒］）F無限回
　攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋12対AC
　ヒット：2d8＋6ダメージ、さらに目標は減速状態となり、攻撃ロールに−2
のペナルティを受ける（セーヴ・両方とも終了）

M テンタクル・グラブ／触手によるつかみF無限回
　必要条件：グレルはクリーチャーをつかんでいてはならない
　攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋10対“頑健”
　ヒット：2d8＋6ダメージ、さらにグレルは目標をつかむ（脱出難易度16）。

M ダブル・アタック／2回攻撃F無限回
　効果：グレルはテンタクル・グラブとテンタクル・レイクを、あるいはテン
タクル・レイクを2回使用する。

マイナー・アクション
M ヴェノマス・バイト／毒ある噛みつき（［毒］）F（無限回）
　攻撃：近接・1（グレルにつかまれたクリーチャー1体）；＋12対AC
　ヒット：1d8＋4ダメージ、目標は朦朧状態になる（セーヴ・終了）。この朦
朧状態は、このグレルが目標をつかんだ状態でなくなったときにも終了する。

技能：〈隠密〉＋17
【筋】12（＋4）	 【敏】19（＋7）	 【判】12（＋4）
【耐】14（＋5）	 【知】10（＋3）	 【魅】9（＋2）
属性：悪	 言語：深淵語
アップデート
『Dungeon	Magazine	192』（未訳）にてアップデート。

デルヴ5：
ティーフリング女帝の墳墓
遭遇5−1：暗闇の死
ワイト（W）	 レベル5　遊撃役
中型・自然・人型（アンデッド）	 XP200
hp：62；重傷値：31	 イニシアチブ：＋7
AC19；頑健18、反応17、意志16	 〈知覚〉±0
移動速度：7	 暗視
完全耐性：［毒］、［病気］；抵抗：［死霊］10；脆弱性：［光輝］5
標準アクション
m クロー／爪（［死霊］）F無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋10対AC
　ヒット：1d6＋4［死霊］ダメージ、目標は回復力を1回ぶん失う。
　効果：このワイトは3マスまでのシフトを行なえる。

技能：〈隠密〉＋10
【筋】18（＋6）	 【敏】16（＋5）	 【判】6（±0）
【耐】14（＋4）	 【知】10（＋2）	 【魅】15（＋4）
属性：悪	 言語：共通語
アップデート（2011/07/19）
『Dungeon	Magazine	191』（未訳）にてアップデート。

遭遇5−2：危険な回廊
ブレイジング・スケルトン	 レベル5　砲撃役
中型・自然・自律体（アンデッド）	 XP200
hp：53；重傷値：26	 イニシアチブ：＋6
AC19；頑健15、反応18、意志16	 〈知覚〉＋4
移動速度：6	 暗視
完全耐性：［毒］、［病気］；抵抗：［死霊］10、［火］10；脆弱性：［光輝］5
特徴
O ファイアリー・オーラ／炎のオーラ（［火］）Fオーラ1
このオーラの範囲内でターンを終了したすべてのクリーチャーは［火］ダメージ
5を受ける。

標準アクション
m ブレイジング・クロー／燃え盛る爪（［火］）F（無限回）
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋10対AC
　ヒット：1d6＋3ダメージ、さらに継続的［火］ダメージ5（セーヴ・終了）。

r フレイム・オーブ／火炎弾（［火］）F（無限回）
　攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋10対“反応”
　ヒット：2d4＋4ダメージ、さらに継続的［火］ダメージ5（セーヴ・終了）。

【筋】13（＋3）	 【敏】18（＋6）	 【判】15（＋4）
【耐】17（＋5）	 【知】4（−1）	 【魅】6（±0）
属性：無属性	 言語：——
アップデート
『Monster	Vault』（未訳）にてアップデート。
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デルヴ6：狂信派の寺院
遭遇6−2：蒸気につつまれた蛇
クラッシュグリップ・コンストリクター	 レベル9　兵士役
大型・自然・野獣（爬虫類）	 XP400
hp：96；重傷値：48	 イニシアチブ：＋9
AC25；頑健23、反応20、意志20	 〈知覚〉＋12
移動速度：6、登攀6、水泳6	 夜目
標準アクション
m バイト／噛みつきF無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋14対AC
　ヒット：2d10＋6ダメージ、さらにこのコンストリクターは目標をつかむ（脱
出難易度17）。

M コンストリクト／締め付けF無限回
　攻撃：近接・1（このコンストリクターにつかまれたクリーチャー1体）；＋
12対“頑健”
　ヒット：2d12＋8ダメージ、目標はこのコンストリクターの次のターンの終了
時まで幻惑状態となる。

技能：〈隠密〉＋12
【筋】22（＋10）	 【敏】16（＋7）	 【判】17（＋7）
【耐】16（＋7）	 【知】2（±0）	 【魅】10（＋4）
属性：無属性	 言語：——
アップデート
『Monster	Vault』（未訳）にてアップデート。

デルヴ8：毒陰団
遭遇8−2：下水道へ
オニの夜魔	 レベル8　精鋭　制御役
大型・自然・人型	 XP700
hp：180；重傷値：90	 イニシアチブ：＋7
AC22；頑健21、反応19、意志20	 〈知覚〉＋5
移動速度：8、飛行8（劣悪）	 暗視
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント1
標準アクション
m モーニングスター（［武器］）F無限回
　攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋13対AC
　ヒット：1d12＋9ダメージ、さらにこのオニは目標を1マス押しやることがで
きる。

M ダブル・アタック／2回攻撃F無限回
　効果：オニはモーニングスターを2回使用する。

M ディヴァウア・ソウル／魂喰らい（［回復］、［精神］）F無限回
　攻撃：近接・1（気絶状態のクリーチャー1体）；＋11対“意志”
　ヒット：2d10＋13の［精神］ダメージ。オニの夜魔は10ヒット・ポイントを
回復する。オニのヒット・ポイントが最大であるなら、かわりに一時的ヒット・
ポイント10を得る。

C ヒプノティック・ブレス／催眠の吐息（［魅了］）F再チャージ：初めて重傷に
なった時
　攻撃：近接範囲・噴射5（噴射の範囲内のクリーチャーすべて）；＋11対
“意志”
　ヒット：目標は幻惑状態になる（セーヴ・終了）。
　　セーヴ失敗・1回目：目標は代わりに“気絶状態”となる（セーヴ・終了）。

ガシアス・フォーム／ガス化（［変身］）F遭遇毎
　効果：オニは次の自分のターン終了時まで非物資的になり、かつ飛行移
動速度8（ホバリング）を得る。この形態にて、オニの夜魔は、通常ならば移
動を妨げるような物体でも、小さな隙間さえあれば通りぬけて移動することが
できる。
　維持・標準：この効果はこのオニの次のターン終了時まで持続する。

マイナー・アクション
ディセプティヴ・ヴェイル／欺きの帳（［幻］）F無限回
　効果：オニの夜魔はサイズ分類が大型または中型の（通常は年老いた）人
型クリーチャーへと変装することができる。この変装は、オニの夜魔が再びデ
ィセプティヴ・ヴェイルを使用するか、ヒット・ポイントが0以下になるまで
持続する。他のクリーチャーは、難易度29の〈看破〉判定に成功すれば、こ
の変装が幻だと見破ることができる。

技能：〈隠密〉＋12、〈看破〉＋10、〈盗賊〉＋12、〈はったり〉＋13
【筋】20（＋9）	 【敏】16（＋7）	 【判】12（＋5）
【耐】18（＋8）	 【知】12（＋5）	 【魅】18（＋8）
属性：悪	 言語：共通語、巨人語
装備：モーニングスター
アップデート（2011/11/16）
『Dungeon	Magazine	195』（未訳）にてアップデート。

　どっしりゼラチナスキューブ、は本来5レベルのゼラチナス・
キューブを3レベル分強大化し、8レベルに成長させたもの。ここ
では参考までに元の5レベルのゼラチナス・キューブのアップデー
ト版を掲載。

ゼラチナス・キューブ	 レベル5　精鋭　暴れ役
大型・自然・野獣（ウーズ、無視覚）	 XP400
hp：156；重傷値：78	 イニシアチブ：＋4
AC17；頑健18、反応16、意志15	 〈知覚〉＋3
移動速度：3、登攀3	 擬似視覚5
完全耐性：盲目状態、［凝視］の効果；抵抗：［酸］5
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント1
特徴
ウーズ／粘体
“無理矢理入り込む”際、ゼラチナス・キューブは以下の利益を得る：（1）移
動速度の半分ではなく、通常の移動速度で移動する。（2）攻撃ロールに−5
のペナルティを受けない。（3）“無理矢理入り込んでいる”ことにより戦術的
優位を与えない。

トランスルーセント／透明
難易度25の〈知覚〉判定に成功するか、ゼラチナス・キューブが攻撃を行なう
まで、このゼラチナス・キューブは不可視である。ゼラチナス・キューブに気
づいていないクリーチャーがゼラチナス・キューブの体内に踏み込んでしま
ったなら、自動的に、エンガルフのパワーのヒットを受けたのと同じことにな
る。

標準アクション
m スラム／叩きつけ（［酸］）F無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対“頑健”
　ヒット：2d6＋9［酸］ダメージ、目標は“動けない状態”となる（セーヴ・終
了）。

M エンガルフ／包み込み（［酸］）F無限回
　必要条件：このゼラチナス・キューブが2体以上のクリーチャーをつかんで
いない。
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体、あるいは2体）；＋8対“反応”
　ヒット：ゼラチナス・キューブは目標をつかむ（脱出難易度15）。そして目
標を自分の接敵面へと引き寄せる。つかみが終了するまで、目標は幻惑状
態かつ継続的ダメージ10を受ける。キューブは移動する際、つかんでいるク
リーチャーすべてを、つかんで自身の接敵面の中に捕えたまま引寄せる。こ
の移動はつかんでいるクリーチャーからの機会攻撃を誘発しない。

【筋】14（＋4）	 【敏】14（＋4）	 【判】13（＋3）
【耐】18（＋6）	 【知】1（−3）	 【魅】1（−3）
属性：無属性	 言語：——
アップデート（2011/08/19）
『Monster	Vault』（未訳）にてアップデート。
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デルヴ9：堕落への招待
遭遇9−3：召喚の間
サキュバス	 レベル9　制御役
中型・永劫・人型（デヴィル、変身生物）	 XP400
hp：90；重傷値：45	 イニシアチブ：＋8
AC23；頑健19、反応21、意志23	 〈知覚〉＋8
移動速度：6、飛行6	 暗視
抵抗：［火］10
標準アクション
m コラプティング・タッチ／堕落の接触F無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋14対AC
　ヒット：3d6＋6ダメージ

M チャーミング・キス／魅了の口づけ（［魅了］）F無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋12対“意志”
　ヒット：目標はサキュバスを攻撃できなくなる。この効果は、このサキュバ
スまたはこのサキュバスの味方が目標を攻撃するか、このサキュバスのヒッ
ト・ポイントが0になるまで、あるいはこのサキュバスがこのパワーを再び使
用するまで持続する。遭遇終了後も目標がチャーミング・キスの作用を受
けているなら、その後24時間毎にこのサキュバスが目標にキスできる限り、こ
の効果は持続する。ロイヤル・コンソートも参照すること。

R ドミネイト／精神支配（［魅了］）F無限回
　攻撃：遠隔・5（クリーチャー1体）；＋12対“意志”
　ヒット：目標はこのサキュバスの次のターン終了時まで支配状態となる。

マイナー・アクション
チェンジ・シェイプ／形態変化（［変身］）F無限回
　効果：サキュバスは自分の肉体的な外見を変化させ、再びチェンジ・シェ
イプを使用するか、ヒット・ポイントが0になるまでの間、中型サイズの人型
の姿を取る。特定個人の姿を取るためには、サキュバスはその個人を見たこ
とがなければならない。他のクリーチャーはその変装を見破るために難易度
30の〈看破〉判定を行なうことができる。

トリガー型のアクション
ロイヤル・コンソート／忠実なるつれあい（［魅了］）F無限回
　トリガー：サキュバスが自分のチャーミング・キスの影響を及ぼしているク
リーチャーに隣接している時に、近接攻撃あるいは遠隔攻撃の目標となる。
　効果（即応・割込）：トリガーとなった攻撃は、代わりにこのサキュバスのチ
ャーミング・キスの作用を受けているクリーチャーを目標とする。

技能：〈看破〉＋13、〈交渉〉＋15、〈はったり〉＋15
【筋】11（＋4）	 【敏】18（＋8）	 【判】19（＋8）
【耐】10（＋4）	 【知】15（＋6）	 【魅】22（＋10）
属性：悪	 言語：共通語、神界語
アップデート
『Monster	Vault』（未訳）にてアップデート。

チェイン・デヴィル（キュトン）	 レベル11　遊撃役
中型・永劫・人型（デヴィル）	 XP600
hp：116；重傷値：58	 イニシアチブ：＋14
AC25；頑健23、反応25、意志21	 〈知覚〉＋7
移動速度：7	 暗視
抵抗：［火］20
標準アクション
m スパイクト・チェイン（［武器］）F無限回
　攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋16対AC
　ヒット：2d4＋5ダメージ。

M ダブル・アタック／2回攻撃F無限回
　効果：チェイン・デヴィルは2回、スパイクト・チェインを使用する。

M ヘリッシュ・チェインズ／地獄の縛鎖￥￥ルビ：ばくさ￥F無限回
　攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋14対“反応”
　ヒット：2d4＋5ダメージ、目標は拘束状態になる（セーヴ・終了）。このチ
ェイン・デヴィルは同時に2体以上のクリーチャーを拘束状態にしておくこと
ができない。

マイナー・アクション
ダンス・オヴ・バトル／戦いの舞F無限回
　効果：チェイン・デヴィルは1マスのシフトを行なう。

トリガー型のアクション
ダンス・オヴ・ディファイアンス／翻弄の舞F再チャージ：初めて重傷になっ
た時
　トリガー：このチェイン/デヴィルが近接攻撃の目標になる。
　効果（即応・割込）：このチェイン・デヴィルは1マスのシフトを行なう。

M チェインズ・オヴ・ヴェンジャンス／復讐の鎖F遭遇毎
　トリガー：このチェイン・デヴィルが初めて重傷になる。
　効果（フリー・アクション）：チェイン・デヴィルは2回、スパイクト・チェイ
ンを使用する。

技能：〈威圧〉＋11
【筋】19（＋9）	 【敏】24（＋12）	 【判】15（＋7）
【耐】20（＋10）	 【知】14（＋7）	 【魅】13（＋6）
属性：悪	 言語：共通語、神界語
装備：スパイクト・チェイン
アップデート
『Monster	Vault』（未訳）にてアップデート。

デルヴ10：夜を畏怖せよ
遭遇10−3：新たな頭目
バトル・ワイト	 レベル9　兵士役
中型・自然・人型（アンデッド）	 XP400
hp：98；重傷値：49	 イニシアチブ：＋7
AC25；頑健22、反応18、意志22	 〈知覚〉＋3
移動速度：5	 暗視
完全耐性：［毒］、［病気］；抵抗：［死霊］10；脆弱性：［光輝］5
標準アクション
m ソウルドレイニング・ロングソード／魂吸い取るロングソード（［死霊］、［武
器］）F無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋14対AC
　ヒット：1d8＋5の［死霊］ダメージ。目標は1回分の回復力を失い、このワ
イトの次のターン終了時まで動けない状態になる。

R ソウル・リーピング／魂刈り取り（［回復］、［死霊］F再チャージ 5 6
　攻撃：遠隔・5（動けない状態のクリーチャー1体）；＋12対“頑健”
　ヒット：3d8＋9の［死霊］ダメージ。このワイトは10ヒット・ポイントを回復
する。

技能：〈威圧〉＋14
【筋】20（＋9）	 【敏】13（＋5）	 【判】9（＋3）
【耐】18（＋8）	 【知】12（＋5）	 【魅】20（＋9）
属性：悪	 言語：共通語
装備：ヘヴィ・シールド、ロングソード、プレート・アーマー
アップデート
『Dungeon	Magazine	191』（未訳）にてアップデート。
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デルヴ12：翠玉色のドーン
遭遇12−1：ドーンの寺院
ユアンティ・アボミネーション	 レベル14　兵士役
大型・自然・人型（爬虫類）	 XP1000
hp：140；重傷値：70	 イニシアチブ：＋13
AC30；頑健28、反応26、意志25	 〈知覚〉＋10
移動速度：7、登攀7	
抵抗：［毒］10
標準アクション
m バスタード・ソード（［毒］、［武器］）F無限回
　攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋19対AC
　ヒット：2d12＋4ダメージ、目標はこのユアンティの次のターン終了時まで
マークされる。さらに目標は継続的［毒］ダメージ5を受ける（セーヴ・終了）。

M バイト／噛みつき（［毒］）F無限回
　攻撃：近接・1（このユアンティにつかまれているクリーチャー1体）；＋17
対“頑健”
　ヒット：2d12＋6［毒］ダメージ、さらに継続的［毒］ダメージ10（セーヴ・
終了）。

マイナー・アクション
M グラスピング・コイルズ／尻尾のつかみF無限回（1ラウンドに1回まで）
　必要条件：このユアンティがクリーチャーをつかんでいない。
　攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋17対“反応”
　ヒット：このユアンティは目標を1マス引寄せ、つかむ（脱出難易度21）。

【筋】22（＋13）	 【敏】18（＋11）	 【判】16（＋10）
【耐】20（＋12）	 【知】12（＋8）	 【魅】14（＋9）
属性：悪	 言語：竜語
装備：バスタード・ソード
アップデート
『Monster	Vault』（未訳）にてアップデート。

ユアンティ・マリズンの“鋭き目”	 レベル13　砲撃役
中型・自然・人型（爬虫類）	 XP800
hp：98；重傷値：49	 イニシアチブ：＋12
AC27；頑健23、反応26、意志24	 〈知覚〉＋13
移動速度：7	
抵抗：［毒］10
特徴
カメレオン・ディフェンス／カメレオン隠れ
　“鋭き目”は自身から4マス以上離れたクリーチャーに対して部分視認困難
を得る。

標準アクション
m シミター（［武器］）F無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋18対AC
　ヒット：3d8＋4ダメージ。

r ロングボウ（［毒］、［武器］）F無限回
　攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）；＋20対AC
　ヒット：3d10＋6ダメージ。“鋭き目”は同一の目標に1回の二次攻撃を行
なう。
　2次攻撃：遠隔・20（同一のクリーチャー）；＋18対“頑健”
　ヒット：目標は幻惑状態となり、継続的［毒］ダメージ5を受ける（セーヴ・
両方とも終了）

【筋】18（＋10）	 【敏】23（＋12）	 【判】14（＋8）
【耐】14（＋8）	 【知】12（＋7）	 【魅】18（＋10）
属性：悪	 言語：共通語、竜語
装備：ロングボウ、シミター、アロー×20
アップデート
『Monster	Vault』（未訳）にてアップデート。

デルヴ13：次元界強盗団
遭遇13−1：訓練場
ギスヤンキの戦士	 レベル12　兵士役
中型・自然・人型	 XP700
hp：118；重傷値：59	 イニシアチブ：＋11
AC28；頑健25、反応23、意志22	 〈知覚〉＋12
移動速度：5	
標準アクション
m シルヴァー・グレートソード（［精神］、［武器］）F無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋17対AC
　ヒット：2d10＋8［精神］ダメージ。“動けない状態”の目標に対してはさら
に3d6［精神］ダメージ。
　効果：ギスヤンキの戦士は次の自分のターン終了時まで、目標をマークす
る。このマークによる攻撃ロールへのペナルティは、−2ではなく−4である。

R テレキネティック・グラスプ／念動足止めF再チャージ 5 6
　攻撃：遠隔	5（中型以下のサイズのクリーチャー1体）；	＋15対“頑健”
　ヒット：目標は動けない状態となる（セーヴ・終了）。
移動アクション
テレキネティック・リープ／念動跳躍F遭遇毎
　効果：ギスヤンキ本人が5マスまでの飛行を行なう。もしくは10マス以内
の味方1体は最大5マスまでの飛行を行なえる。

技能：〈看破〉＋12、〈歴史〉＋12
【筋】21（＋11）	 【敏】17（＋9）	 【判】12（＋7）
【耐】14（＋8）	 【知】12（＋7）	 【魅】13（＋7）
属性：悪	 言語：共通語、深淵語
装備：シルヴァー・グレートソード、プレート・アーマー
アップデート
『Monster	Vault』（未訳）にてアップデート。

遭遇13−2：その立ち姿、巌の如し
ギスヤンキの“精神を切り裂く者”	 レベル13　砲撃役
中型・自然・人型	 XP800
hp：98；重傷値：49	 イニシアチブ：＋9
AC27；頑健24、反応26、意志23	 〈知覚〉＋12
移動速度：6	
標準アクション
m シルヴァー・ロングソード（［精神］、［武器］）F無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋18対AC
　ヒット：3d8＋5［精神］ダメージ。

R マインド・スライス／精神切り裂き（［精神］）F無限回
　攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋18対“意志”
　ヒット：3d8＋8［精神］ダメージ。

A サイキック・バラージ／妨害精神波（［精神］）F再チャージ 6
　攻撃：遠隔範囲・爆発1・20マス以内（爆発の範囲内のクリーチャーす
べて）；＋18対“意志”
　ヒット：2d8＋8［精神］ダメージ。さらに目標は継続的［精神］ダメージ10
に加えて、一日毎ならびに遭遇毎の攻撃パワーを使用できなくなる（セーヴ・
両方とも終了）。

移動アクション
テレキネティック・リープ／念動跳躍F遭遇毎
　効果：ギスヤンキ本人が5マスまでの飛行を行なう。もしくは10マス以内
の味方1体は最大5マスまでの飛行を行なえる。

技能：〈看破〉＋11、〈歴史〉＋12
【筋】14（＋8）	 【敏】16（＋9）	 【判】12（＋7）
【耐】14（＋8）	 【知】17（＋9）	 【魅】11（＋6）
属性：悪	 言語：共通語、深淵語
装備：ローブ、外套、シルヴァー・ロングソード
アップデート
『Monster	Vault』（未訳）にてアップデート。
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デルヴ14：
絶叫響き渡る大広間
遭遇14−1：
アンバー・ハルクの護衛
アンバー・ハルク	 レベル12　精鋭　兵士役
大型・自然・魔獣	 XP1400
hp：248；重傷値：124	 イニシアチブ：＋11
AC28；頑健25、反応23、意志22	 〈知覚〉＋13
移動速度：5、穴掘り2（トンネル掘り）	 暗視、振動感知5
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント1
標準アクション
m クロー／爪F無限回
　必要条件：このアンバーハルクがクリーチャーをつかんでいない。
　攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋17対AC
　ヒット：3d6＋10ダメージ

M ダブル・アタック／2回攻撃F無限回
　効果：アンバー・ハルクはクローを2回使用する。同一の目標に両方の
攻撃がヒットしたなら、アンバー・ハルクはその目標をつかむ（脱出難易度
20）。

レンディング・クローズ／かきむしる爪F無限回
　効果：近接2（このアンバー・ハルクにつかまれているクリーチャー1体）。
目標は、40ダメージを受ける。

マイナー・アクション
C コンフュージング・ゲイズ／混乱の凝視F無限回（1ラウンドに1回まで）
　攻撃：近接範囲・噴射5（噴射の範囲内のクリーチャーすべて）；＋15対
“意志”
　ヒット：目標は5マスまで横滑りさせられ、このアンバー・ハルクの次のター
ン終了時まで幻惑状態となる。

【筋】26（＋14）	 【敏】16（＋9）	 【判】14（＋8）
【耐】20（＋11）	 【知】5（＋3）	 【魅】11（＋6）
属性：無属性	 言語：——
アップデート
『Monster	Vault』（未訳）にてアップデート。

遭遇14−2：蛇骨の間
グリムロックの狂戦士	 レベル13　暴れ役
中型・自然・人型（無視覚）	 XP800
hp：156；重傷値：78	 イニシアチブ：＋7
AC25；頑健27、反応22、意志23	 〈知覚〉＋8
移動速度：6	 擬似視覚10
完全耐性：盲目状態、［凝視］
特徴
グリムロック・レイジ／グリムロックの激怒
グリムロックの狂戦士は、敵を重傷にしたならば、10ポイントの一時的hpを
得る。

標準アクション
m グレートアックス（［武器］）F無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋18対AC
　ヒット：2d12＋13ダメージ、クリティカル・ヒットとなったなら代わりに
2d12＋37ダメージ。

M パワー・アタック／強打（［武器］）F無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋16対AC
　ヒット：2d12＋19ダメージ、クリティカル・ヒットとなったなら代わりに
2d12＋43ダメージ。

M フレンジード・アタック／狂乱攻撃F無限回
　効果：このグリムロックは重傷の敵1体に対してグレートアックスを2回使
用する。

技能：〈運動〉＋17
【筋】22（＋12）	 【敏】12（＋7）	 【判】15（＋8）
【耐】16（＋9）	 【知】7（＋4）	 【魅】9（＋5）
属性：悪	 言語：共通語、深淵語
装備：グレートアックス
アップデート
『Dungeon	Magazine	194』（未訳）にてアップデート。

遭遇14−3：床に太陽が埋め込ま
れた部屋
ドライダーの牙王	 レベル14　暴れ役
大型・フェイ・人型（スパイダー）、ドラウ	 XP1000
hp：172；重傷値：86	 イニシアチブ：＋12
AC26；頑健27、反応25、意志23	 〈知覚〉＋15
移動速度：8、登攀8（蜘蛛歩き）	 暗視
標準アクション
m グレートソード（［武器］）F無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋19対AC
　ヒット：3d12＋8ダメージ

R ウェブ／蜘蛛の巣F再チャージ 4 5 6
　攻撃：遠隔・5（クリーチャー1体）；＋17対“反応”
　ヒット：目標は脱出するまで（難易度21）、あるいは瞬間移動するまで拘束
状態になる。

マイナー・アクション
M クイック・バイト／素早い噛みつき（［毒］）F無限回
　攻撃：近接1	（このドライダーに戦術的優位を与えているクリーチャー1体）；
＋17対“反応”
　ヒット：1d4ダメージ、さらに継続的［毒］ダメージ10（セーヴ・終了）。

R ダークファイアー／闇の火F遭遇毎
　攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋17対“反応”
　ヒット：このドライダーの次のターンが終了するまで、目標は戦術的優位を
与え、不可視や視認困難による利益を得ることができなくなる。

技能：〈隠密〉＋17、〈地下探険〉＋15
【筋】24（＋14）	 【敏】21（＋12）	 【判】16（＋10）
【耐】22（＋13）	 【知】13（＋8）	 【魅】9（＋6）
属性：悪	 言語：エルフ語
装備：グレートソード、レザー・アーマー
アップデート
『Monster	Vault』（未訳）にてアップデート。
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デルヴ15：厄介者たちの洞窟
遭遇15−1：夜の罠かけ人
ナイト・ハグ	 レベル14　奇襲役
中型・フェイ・人型（変身生物）	 XP1000
hp：109；重傷値：54	 イニシアチブ：＋15
AC27；頑健28、反応26、意志26	 〈知覚〉＋10
移動速度：8	 暗視
特徴
O シュラウド・オヴ・ナイト／夜のとばりFオーラ10
このオーラの範囲内では“明るい”光は“薄暗い”光となり、“薄暗い”光は“暗
闇”となる。

標準アクション
m クロー／爪F無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋19対AC
　ヒット：1d6＋6ダメージ。このナイト・ハグが目標に対して戦術的優位を
得ているなら、目標は朦朧状態になる（セーヴ・終了）。

M ドリーム・ホーンティング／夢蝕み（［精神］）F無限回
　攻撃：近接・1（気絶状態あるいは朦朧状態のクリーチャー1体）；＋18
対“意志”
　ヒット：3d6＋4［精神］ダメージ、加えてハグは姿を消し、目標の精神の中
に入る。この間、ハグは“ゲームから除外された状態”になり、以後のターンに
は何もせず、ただ毎ターン目標に3d6＋4ポイントの［精神］ダメージを与える
だけである（攻撃ロールは不要）。目標がもはや朦朧状態または気絶状態で
なくなるか、あるいは死亡したならば、ハグは目標に隣接する位置に再び姿
を現すが、次の自分のターンの開始時までは非物質的である。

C ウェイヴ・オヴ・スリープ／眠りの波（［催眠］、［精神］）F再チャージ 5 6
　攻撃：近接範囲・噴射5（噴射の範囲内のクリーチャーすべて）；＋17対
“意志”
　ヒット：1d8＋3［精神］ダメージ、目標は幻惑状態となる（セーヴ・終了）。
　　セーヴ失敗・1回目：目標は幻惑状態の代わりに気絶状態となる（セー
ヴ・終了）。

マイナー・アクション
チェンジ・シェイプ／形態変化（［変身］）F無限回
　効果：ハグは自分の肉体的な外見を変化させ、再びチェンジ・シェイプを
使用するか、ヒット・ポイントが0になるまでの間、任意の中型の人型生物種
族の老婆の姿を取る。特定個人の姿を取るためには、ハグはその個人を見
たことがなければならない。他のクリーチャーはその変装を見破るために難
易度33の〈看破〉判定を行なうことができる。

技能：〈威圧〉＋16、〈はったり〉＋16、〈隠密〉＋16、〈魔法学〉＋14
【筋】22（＋13）	 【敏】18（＋11）	 【判】17（＋10）
【耐】19（＋11）	 【知】14（＋9）	 【魅】18（＋11）
属性：悪	 言語：共通語、エルフ語
アップデート
『Monster	Vault』（未訳）にてアップデート。

遭遇15−3：上流
アビサル・グール	 レベル16　遊撃役
中型・元素・人型（アンデッド）	 XP1400
hp：156；重傷値：78	 イニシアチブ：＋16
AC30；頑健30、反応28、意志25	 〈知覚〉＋10
移動速度：8、登攀4	 暗視
完全耐性：［毒］、［病気］；抵抗：［死霊］10
特徴
O セパルクラル・ステンチ／墓場の臭気Fオーラ3
このオーラの範囲内にいる間、敵はみな、すべての防御値に−2のペナルティ
を受ける。

ヒンダリング・ライト／光に怯む
このグールは［光輝］ダメージを受けたときは常に、次のこのグールのターン終
了時までシフトを行なえなくなる。

標準アクション
m バイト／噛みつきF無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋20対AC
　ヒット：3d8＋10ダメージ、目標が“動けない状態”、拘束状態、朦朧状態、
気絶状態のいずれかなら、追加で1d8＋3ダメージ。さらに目標は“動けない
状態”となる（セーヴ・終了）。
　効果：このグールは3マスまでのシフトを行なえる。

トリガー型のアクション
C デッド・ブラッド／死者の血（［死霊］）F遭遇毎
　トリガー：このグールのヒット・ポイントが0になる。
　効果（アクション不要）：近接範囲・爆発1（爆発の範囲内の敵すべて）；
目標はそれぞれ、［死霊］ダメージ10を受ける。

技能：〈隠密〉＋19
【筋】24（＋15）	 【敏】22（＋14）	 【判】15（＋10）
【耐】20（＋13）	 【知】16（＋11）	 【魅】10（＋8）
属性：混沌にして悪	 言語：共通語
アップデート
『Monster	Vault』（未訳）にてアップデート。

ナバッスゥ・ガーゴイル	 レベル18　奇襲役
中型・元素・人型（地）	 XP2000
hp：131；重傷値：65	 イニシアチブ：＋18
AC32；頑健30、反応28、意志28	 〈知覚〉＋14
移動速度：6、飛行8	 暗視
特徴
O ブラッドファイアー／燃える血（［死霊］、［火］）Fオーラ3
このガーゴイルがストーン・フォームの作用を受けているあいだ、敵がこのオ
ーラの範囲内で自分のターンを終了するたび、その敵は10の［死霊］かつ
［火］ダメージを受け、このガーゴイルは一時的hp10を得る。
標準アクション
m クロー／爪F無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋23対AC
　ヒット：2d8＋7ダメージ

M アビッサル・バイト／奈落の噛みつきF無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋23対AC
　ヒット：2d12＋8ダメージ

ストーン・フォーム／石像形態（［死霊］、［火］）F無限回
　効果：このガーゴイルはマイナー・アクションを使用してこの効果を終了さ
せるまで、振動感知10とすべてのダメージに対する抵抗35を得る。石像形
態の間、ガーゴイルはこの効果を終了させる以外のアクションは一切行なえ
なくなる。ガーゴイルがこの効果を終了させたとき、3マス以内にいるすべて
の敵は2d10＋10の［死霊］かつ［火］ダメージを受ける。

技能：〈隠密〉＋19
【筋】25（＋16）	 【敏】21（＋14）	 【判】21（＋14）
【耐】17（＋12）	 【知】5（＋6）	 【魅】18（＋13）
属性：悪	 言語：始原語
アップデート
『Monster	Vault』（未訳）にてアップデート。
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デルヴ16：炎の眼
遭遇16−1：元素の手荒い歓迎
ボーン・ナーガ	 レベル16　精鋭　制御役
大型・永劫・魔獣（アンデッド）	 XP2800
hp：320；重傷値：160	 イニシアチブ：＋11
AC30；頑健30、反応27、意志28	 〈知覚〉＋13
移動速度：7	 暗視
完全耐性：［毒］、［病気］；抵抗：［死霊］20；脆弱性：［光輝］10
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント1
特徴
O デス・ラトル／骸骨音（［死霊］）Fオーラ2
このオーラ内の範囲内で移動を終了した敵はすべて、自身の次のターンの開
始時まで幻惑状態となる。目標がすでに幻惑状態であるなら、代わりに［死
霊］ダメージ10を受ける。

標準アクション
m バイト／噛みつき（［死霊］）F無限回
　攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋21対AC
　ヒット：3d4＋9ダメージ、さらに継続的［死霊］ダメージ5（セーヴ・終了）。

　後効果：目標は次の目標自身のターン終了時まで弱体化状態となる。
C デス・スウェイ／死の揺らめき（［死霊］）F無限回
　攻撃：近接範囲・爆発3（爆発の範囲内の盲目状態でないクリーチャーす
べて）；＋19対“意志”
　ヒット：目標は幻惑状態になる（セーヴ・終了）。目標がすでに幻惑状態
であるなら、代わりに3d6＋10の［死霊］ダメージを受ける。

技能：〈看破〉＋18、〈宗教〉＋18、〈魔法学〉＋18、〈歴史〉＋18
【筋】22（＋14）	 【敏】16（＋11）	 【判】20（＋13）
【耐】24（＋15）	 【知】20（＋13）	 【魅】22（＋14）
属性：無属性	 言語：神界語
アップデート（2011/11/16）
『Dungeon	Magazine	195』（未訳）にてアップデート。

遭遇16−2：“金槌と金床”戦法
ファイアー・ジャイアント	 レベル18　兵士役
大型・元素・人型（ジャイアント、火）	 XP2000
hp：174；重傷値：87	 イニシアチブ：＋11
AC34；頑健34、反応28、意志28	 〈知覚〉＋14
移動速度：8	
抵抗：［火］15
標準アクション
m シアリング・グレートソード／灼熱のグレートソード（［火］、［武器］）F無限
回
　攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋23対AC
　ヒット：2d12＋13［火］ダメージ
　効果：>このジャイアントは次の自分のターン終了時まで、目標をマークす
る。

C スウィーピング・ソード／なぎ払う剣（［火］、［武器］）F無限回
　攻撃：近接範囲・噴射2（噴射の範囲内の敵すべて）；＋23対AC
　ヒット：2d12＋13［火］ダメージ
　効果：ファイアー・ジャイアントは次の自分のターン終了時まで、目標をマ
ークする。

【筋】23（＋15）	 【敏】11（＋9）	 【判】10（＋9）
【耐】22（＋15）	 【知】10（＋9）	 【魅】11（＋9）
属性：悪	 言語：巨人語
装備：チェイン・メイル、グレートソード
アップデート
『Monster	Vault』（未訳）にてアップデート。

遭遇16−3：炎と灰
ファイアー・ジャイアントの“炎の呼び手”	 レベル18　砲撃役
大型・元素・人型（ジャイアント、火）	 XP2000
hp：136；重傷値：68	 イニシアチブ：＋11
AC32；頑健33、反応29、意志30	 〈知覚〉＋17
移動速度：8	
抵抗：［火］15
標準アクション
C スモルダリング・メイス／黒煙のメイス（［火］、［武器］）F無限回
　攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋23対AC
　ヒット：2d10＋11［火］ダメージ

R ファイアー・ピラー／火の柱（［火］）F無限回
　攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）；＋23対“反応”
　ヒット：3d10＋10［火］ダメージ

A フレイミング・バースト／炎の爆発（［火］）F再チャージ 6
　攻撃：遠隔範囲・爆発2・10マス以内（爆発の範囲内のクリーチャーす
べて）；＋23対“反応”
　ヒット：2d10＋10［火］ダメージ、さらに継続的［火］ダメージ10（セーヴ・
終了）。
　ミス：半減ダメージ、さらに継続的［火］ダメージ5（セーヴ・終了）。

【筋】23（＋15）	 【敏】15（＋11）	 【判】16（＋12）
【耐】22（＋15）	 【知】10（＋9）	 【魅】11（＋9）
属性：悪	 言語：巨人語
装備：メイス
アップデート
『Monster	Vault』（未訳）にてアップデート。

デルヴ17：終焉の洞窟
遭遇17−1：水の試練
ブラックルート・トリエント	 レベル19　精鋭　兵士役
超大型・フェイ・魔獣（アンデッド、植物）
hp：368；重傷値：184	 イニシアチブ：＋13
AC35；頑健32、反応29、意志31	 〈知覚〉＋13
移動速度：6（森渡り）	 夜目
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント1
特徴
O キリング・ルーツ／命奪う根（［回復］、［死霊］）Fオーラ2
このオーラの範囲内でターンを終了したすべての敵は［死霊］ダメージ10を受
ける。オーラの範囲内でターンを開始した味方のアンデッドはみな、ヒット・
ポイントを10回復する。

ウッドン・ボディ／木の身体
このトレントが［火］ダメージを受けるときには、常に同時に継続的［火］ダメー
ジ5（セーヴ・終了）を受ける。

標準アクション
m スラム／叩きつけ（［死霊］）F無限回
　攻撃：近接・3（クリーチャー1体）；＋24対AC
　ヒット：2d10＋6ダメージ、さらに継続的［死霊］ダメージ10（セーヴ・終
了）。
　効果：このトリエントは次の自分のターン終了時まで、目標をマークする。

M ダブル・アタック／2回攻撃F無限回
　効果：このトリエントはスラムを2回使用する。

マイナー・アクション
M エンタングリング・ルーツ／拘束する根F無限回
　攻撃：近接・4（クリーチャー1体）；＋22対“反応”
　ヒット：目標は倒れて伏せ状態となる。目標は“拘束状態”となる（セーヴ・
終了）。

【筋】27（＋17）	 【敏】14（＋11）	 【判】18（＋13）
【耐】24（＋16）	 【知】16（＋12）	 【魅】22（＋15）
属性：悪	 言語：エルフ語
アップデート
『Monster	Vault』（未訳）にてアップデート。
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遭遇17−3：眼の試練
ビホルダー・アイ・タイラント	 レベル19　単独　砲撃役
大型・異形・魔獣	 XP12000
hp：720；重傷値：360	 イニシアチブ：＋16
AC33；頑健29、反応31、意志33	 〈知覚〉＋17
移動速度：飛行4（ホバリング）	 暗視、全周囲視覚
セーヴィング・スロー：＋5；アクション・ポイント2
特徴
オールアラウンド・ヴィジョン／全周囲視覚
ビホルダー・アイ・タイラントを挟撃しても、戦術的優位を得ることはできない。
標準アクション
m バイト／噛みつきF無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋24対AC
　ヒット：4d8＋7ダメージ。

R アイ・レイズ／目の光線連射F無限回
　効果：ビホルダー・アイ・タイラントは以下のリストから選択した2つのアイ・
レイ／目の光線パワーを使用する。それぞれのアイ・レイは別々のクリーチ
ャーを目標とせねばならない。この攻撃は機会攻撃を誘発しない。
1．シアリング・レイ／灼けつく光線（［光輝］）：遠隔10；＋24対“反応”；
3d10＋11［光輝］ダメージ。

2．ウィザリング・レイ／衰弱光線（［死霊］）：遠隔10；＋24対“頑健”；
2d8＋9ダメージ、および継続的［死霊］ダメージ10（セーヴ・終了）。

3．スリープ・レイ／催眠光線（［魅了］）：遠隔10；＋24対“意志”；目標は
“気絶状態”となる（セーヴ・終了）

4．テレキネシス・レイ／念動力光線：遠隔10；＋24対“頑健”；ビホルダー・
アイ・タイラントは目標を4マスまで横滑りさせる。

5．ホールド・レイ／金縛り光線：遠隔10；＋24対“反応”；目標は拘束状
態となる（セーヴ・終了）

6．コンフュージョン・レイ／混乱光線（［魅了］）：遠隔10；＋24対“意志”；
目標は1回のフリー・アクションとして、一番近くにいる、突撃を行なえる味
方に対して突撃を行なう。

7．テラー・レイ／恐慌の光線（［恐怖］、［精神］）：遠隔10；＋24対“意志”；
2d12＋8［精神］ダメージ、目標は1回のフリー・アクションとして、自身の
速度で移動する。この移動によって、移動しはじめた地点から、少なくとも
4マス、このビホルダー・アイ・タイラントから離れることができなかったなら、
目標は2d12＋8［精神］ダメージを受ける。

8．ペトリファイイング・レイ／石化光線：遠隔10；＋24対“反応”；目標
は減速状態となる（セーヴ・終了）

	 セーヴ失敗・1回目：目標は幻惑状態の代わりに動けない状態となる（セ
ーヴ・終了）。

	 セーヴ失敗・2回目：目標は石化状態となる。
9．デス・レイ／死の光線（［死霊］）：遠隔10；＋24対“頑健”；4d10＋6［死
霊］ダメージ。この攻撃の前、あるいは後に目標が重傷であるなら、目標は
更に“幻惑状態”（セーヴ・終了）となる。

	 セーヴ失敗・1回目：目標は幻惑状態かつ弱体化状態となる（セーヴ・
両方とも終了）。

	 セーヴ失敗・2回目：目標は死亡する。
10．ディスインテグレイト・レイ／分解光線：：遠隔10；＋24対“頑健”；
2d10＋9ダメージ、および継続的ダメージ2d20（セーヴ・終了）。

R アイ・レイ・フレンジー／目の光線乱射F再チャージ 6
　必要条件：ビホルダー・アイ・タイラントは重傷でなければならない。
　効果：アイ・レイズと同様だが、アイ・タイラントが4回のアイ・レイ攻撃
を行なう点が異なる。

マイナー・アクション
C セントラル・アイ／中央の目F無限回（1ラウンドに1回まで）
　攻撃：近接範囲・噴射5（噴射の範囲内の敵すべて）；＋22対“意志”
　ヒット：目標はこのビホルダーの次のターンの終了時まで、［遭遇毎］の攻
撃パワー、および［一日毎］の攻撃パワーを使用できない。

トリガー型のアクション
R ランダム・アイ・レイ／無作為の目の光線F無限回
　トリガー：ビホルダー・アイ・タイラントに意識があり、その5マス以内で敵
が自身のターンを開始する。
　効果（アクション不要）：ビホルダー・アイ・タイラントはトリガーを発生さ
せた敵に対して、ランダムに選んだ1つのアイ・レイを使用する。

【筋】18（＋13）	 【敏】24（＋16）	 【判】17（＋12）
【耐】20（＋14）	 【知】22（＋15）	 【魅】28（＋18）
属性：悪	 言語：深淵語
アップデート
『Monster	Vault』（未訳）にてアップデート。

デルヴ18：“夏”の終焉
遭遇18−1：怒れる巨木
トリエント	 レベル16　精鋭　制御役
超大型・フェイ・魔獣（植物）	 XP2800
hp：316；重傷値：158	 イニシアチブ：＋9
AC30；頑健30、反応26、意志30	 〈知覚〉＋15
移動速度：8（森渡り）	 夜目
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント1
特徴
O グラスピング・ルーツ／からみつく根Fオーラ3
飛行していない敵にとって、このオーラの範囲内のマスは移動困難な地形とな
る。

ウッドン・ボディ／木の身体
このトレントが［火］ダメージを受けるときには、常に同時に継続的［火］ダメー
ジ5（セーヴ・終了）を受ける。

標準アクション
m スラム／叩きつけF無限回
　攻撃：近接・3（クリーチャー1体）；＋21対AC
　ヒット：2d10＋13ダメージ。

A アウェイクン・フォレスト／森の覚醒（［区域］）F無限回
　攻撃：遠隔範囲・爆発3・10マス以内（爆発の範囲内の敵）；＋21対
AC
　ヒット：2d10＋9ダメージ。
　効果：爆発の範囲内に遭遇の終了時、あるいはこのトリエントがもう一度
このパワーを使用するまで持続する、移動困難な地形の区域が生じる。

C アースシェイキング・ストンプ／大地揺るがす足踏みF再チャージこのパワ
ーがすべての目標に対してミスをする
　攻撃：近接範囲・爆発2（爆発の範囲内のクリーチャー）；＋19対“頑健”
　ヒット：6d6＋7ダメージ、目標は倒れて伏せ状態になる。

【筋】24（＋15）	 【敏】12（＋9）	 【判】25（＋15）
【耐】22（＋14）	 【知】14（＋10）	 【魅】12（＋9）
属性：無属性	 言語：エルフ語
アップデート
『Monster	Vault』（未訳）にてアップデート。
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デルヴ19：四方烈風の寺院
遭遇19−2：悠久の守護者達
デス・ナイト	 レベル17　精鋭　兵士役
中型・自然・人型（アンデッド）	 XP3200
hp：324；重傷値：162	 イニシアチブ：＋11
AC33；頑健31、反応27、意志29	 〈知覚〉＋8
移動速度：5	 暗視
完全耐性：［毒］、［病気］；抵抗：［死霊］10；脆弱性：［光輝］10
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント1
特徴
O マーシャル・アンデッド／アンデッド統括Fオーラ10
オーラの範囲内にいる、17レベル以下の味方のアンデッドは全員、攻撃ロー
ルに＋2のパワー・ボーナスを得る。

標準アクション
m ソウルソード（［死霊］、［武器］）F無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋22対AC
　ヒット：3d8＋12［死霊］ダメージ。
　効果：デス・ナイトは次の自分のターン終了時まで、目標をマークする。

M コンテイニング・ストライク／牽制攻撃（［死霊］、［武器］）F無限回
　必要条件：デスナイトはソウルソードを使用していなければならない。
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体、あるいは2体）；＋22対AC
　ヒット：3d8＋12［死霊］ダメージ、目標はこのデス・ナイトの次のターン終
了時まで減速状態となる。
　効果：デス・ナイトは次の自分のターン終了時まで、目標をマークする。

C アンホーリィ・フレイムズ／不浄なる炎（［死霊］、［火］）F再チャージ 5 6
　攻撃：近接範囲・爆発2（爆発の範囲内の生きているクリーチャーすべて）；
＋20対“反応”
　ヒット：6d8＋12の［死霊］かつ［火］ダメージ。
　効果：爆発の範囲内にいるすべてのアンデッドの味方は、このデス・ナイ
トの次のターンが終了するまでの間、近接攻撃の際に2d6［火］の追加ダメー
ジを与える。

ウォリアーズ・チャレンジ／戦士の標的（［死霊］、［武器］）F遭遇毎
　必要条件：デスナイトはソウルソードを使用していなければならない。
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体、あるいは2体）；＋22対AC
　ヒット：4d8＋19［死霊］ダメージ。さらに、目標は2マス押しやられる。目
標から2マス以内にいるすべての敵は、このデス・ナイトの次のターンが終了
するまでの間、マークされた状態になる。

トリガー型のアクション
コンバット・チャレンジ／ファイターの標的
　トリガー：このデス・ナイトにマークされ、かつ隣接しているクリーチャーが、
このデス・ナイトを目標に含まない攻撃を行なう。
　効果（機会アクション）：デス・ナイトはトリガーとなった敵に対してソウル
ソードを使用する。

インプラカブル／執念止めがたくF無限回
　トリガー：デス・ナイトがある効果によって、動けない状態、減速状態、幻
惑状態、マークされた状態、朦朧状態のいずれかになる。
　効果（機会アクション）：デス・ナイトはトリガーとなった効果に対し、それ
が通常はセーヴによって終了させられない効果であっても、終了させるため
のセーヴィング・スローを1回行なえる。

【筋】20（＋13）	 【敏】12（＋9）	 【判】11（＋8）
【耐】18（＋12）	 【知】13（＋9）	 【魅】14（＋10）
属性：悪	 言語：共通語
装備：ソウルソード、ヘヴィ・シールド、プレート・アーマー
アップデート
『Monster	Vault』（未訳）にてアップデート。

ワイトの虐殺魔	 レベル18　暴れ役
中型・自然・人型（アンデッド）	 XP2000
hp：182；重傷値：91	 イニシアチブ：＋14
AC30；頑健30、反応27、意志26	 〈知覚〉＋13
移動速度：7	 暗視
完全耐性：［毒］、［病気］；抵抗：［死霊］10；脆弱性：［光輝］15
標準アクション
m クロー／爪（［死霊］）F無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋23対AC
　ヒット：2d6＋9の［死霊］ダメージ。目標は1回分の回復力を失い、このワ
イトの次のターン終了時まで弱体化状態になる。

トリガー型のアクション
C デス・ウェイル／断末魔の絶叫（［死霊］）F遭遇毎
　トリガー：このワイトのヒット・ポイントが0になる。
　攻撃（アクション不要）：近接範囲・爆発5（爆発の範囲内の敵すべて）；
＋21対“頑健”
　ヒット：4d6＋4［死霊］ダメージ
　効果：爆発の範囲内にいる味方のアンデッドはみな、フリー・アクションと
して1回の基礎攻撃を行うことができる。

【筋】26（＋17）	 【敏】20（＋14）	 【判】9（＋8）
【耐】22（＋15）	 【知】12（＋10）	 【魅】18（＋13）
属性：混沌にして悪	 言語：共通語
アップデート
『Dungeon	Magazine	191』（未訳）にてアップデート。
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遭遇19−3：四方にうなる烈風
エルダー・ブルー・ドラゴン	 レベル20　単独　砲撃役
超大型・自然・魔獣（ドラゴン）	 XP14000
hp：756；重傷値：378	 イニシアチブ：＋13
AC34；頑健33、反応30、意志30	 〈知覚〉＋18
移動速度：10、飛行12	 暗視
抵抗：［電撃］15
セーヴィング・スロー：＋5；アクション・ポイント2
特徴
O アンコンテインド・ライトニング／溢れ出す電撃（［電撃］）Fオーラ5
このドラゴンが重傷の間、オーラの範囲内でターンを終了した敵はみな、［電
撃］ダメージ10を受ける。

アクション・リカヴァリィ／行動回復
このドラゴンのターン終了時には常に、このドラゴンを幻惑状態、朦朧状態あ
るいは支配状態にしている効果がすべて終了する。

インスティンクティヴ・ライトニング／本能的電撃
このドラゴンは（自分のイニシアチブ判定結果＋10）のイニシアチブにおいて、
1回のフリー・アクションとして、その飛行移動速度分だけ飛行し、ライトニ
ング・バーストを使用することができる。この移動は機会攻撃を誘発しない。
このドラゴンが自分を支配状態、または朦朧状態としている効果のためにこ
の攻撃のためのフリー・アクションを使用できない場合、攻撃を行なう代わ
りに、その効果が終了する。

標準アクション
m ゴア／突き刺し（［電撃］）F無限回
　攻撃：近接・3（クリーチャー1体）；＋25対AC
　ヒット：4d12＋16［電撃］ダメージ

M クロー／爪F無限回
　攻撃：近接・3（クリーチャー1体、あるいは2体）；＋25対AC。クリーチ
ャー1体のみを目標とする場合、このドラゴンはこの攻撃をそのクリーチャー
に対して2回行なえる。
　ヒット：4d8＋13ダメージ。

A ライトニング・バースト／電撃爆発F無限回
　攻撃：遠隔範囲・爆発2・20マス以内（爆発の範囲内のクリーチャーす
べて）；＋25対“反応”
　ヒット：3d12＋13［電撃］ダメージ
　ミス：半減ダメージ。

C ブレス・ウェポン／ブレス攻撃（［電撃］）F再チャージ 5 6	　攻撃：近接
範囲・噴射20（噴射の範囲内のクリーチャー3体まで）；＋25対“反応”
　ヒット：4d12＋16［電撃］ダメージ、目標は幻惑状態となる（セーヴ・終了）。
　ミス：半減ダメージ。

A サンダークラップ／大雷鳴（［雷鳴］）F再チャージ 5 6
　攻撃：遠隔範囲・爆発3・20マス以内（爆発の範囲内のクリーチャーす
べて）；＋25対“頑健“
　ヒット：4d6＋12［雷鳴］ダメージ、目標はこのドラゴンの次のターンの終
了時まで朦朧状態となる。
　ミス：半減ダメージ。目標はこのドラゴンの次のターン終了時まで幻惑状
態となる。

トリガー型のアクション
C ウィング・バックブラスト／翼の逆風F無限回
　トリガー：敵がこのドラゴンに近接攻撃でヒットを与える。
　攻撃（即応・対応）：近接範囲・爆発3（爆発の範囲内の敵すべて）；＋
23対“反応”
　ヒット：目標は倒れて伏せ状態となる。
　効果：このドラゴンはその移動速度の半分まで飛行する。この移動は機
会攻撃を誘発しない。

ブラッディド・ブレス／重傷時ブレス攻撃F遭遇毎
　トリガー：このドラゴンが初めて重傷になる。
　効果（フリー・アクション）：このドラゴンはブレス・ウェポンを再チャージ
し、使用する。

技能：〈運動〉＋22、〈看破〉＋18
【筋】25（＋17）	 【敏】16（＋13）	 【判】17（＋13）
【耐】21（＋15）	 【知】15（＋12）	 【魅】16（＋13）
属性：悪	 言語：共通語、竜語
アップデート
『Monster	Vault』（未訳）にてアップデート。

デルヴ20：混沌の冷たき手
遭遇20−2：壮麗なる氷の死地
ヘズロウ	 レベル22　暴れ役
大型・元素・人型（デーモン）	 XP4150
hp：254；重傷値：127	 イニシアチブ：＋17
AC34；頑健36、反応33、意志33	 〈知覚〉＋17
移動速度：6	 暗視
特徴
O ノクシャス・ステンチ／不快な悪臭（［毒］）Fオーラ2
オーラの範囲内にいる間、攻撃を行なう敵はすべて［毒］ダメージ10を受ける。
このヘズロウが重傷の間は受ける［毒］ダメージは20となる。

標準アクション
m スラム／叩きつけF無限回
　攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋27対AC
　ヒット：4d10＋10ダメージ。

M バイト／噛みつきF再チャージ 4 5 6		　攻撃：近接・2（クリーチャー1
体）；＋27対AC
　ヒット：6d12＋10ダメージ

トリガー型のアクション
ヴァリアブル・レジスタンス／選択式抵抗F1遭遇に2回まで
　トリガー：このヘズロウが［酸］、［電撃］、［火］、［雷鳴］、［冷気］ダメージ
を受ける。
　効果（フリー・アクション）：このヘズロウは遭遇が終了するまで、トリガー
となったダメージ種別に対する抵抗20を得る。この抵抗は、この遭遇が終
了するか、ヘズロウがもう1度ヴァリアブル・レジスタンスを使用するまで持
続する

【筋】28（＋20）	 【敏】23（＋17）	 【判】23（＋17）
【耐】24（＋18）	 【知】8（＋10）	 【魅】16（＋14）
属性：混沌にして悪	 言語：奈落語
アップデート
『Monster	Vault』（未訳）にてアップデート。

遭遇20−3：剣魔の業魔殿
マリリス	 レベル24　精鋭　遊撃役
大型・元素・人型（デーモン）	 XP12100
hp：436；重傷値：218	 イニシアチブ：＋23
AC38；頑健35、反応37、意志35	 〈知覚〉＋21
移動速度：8	 暗視
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント1
標準アクション
m シミター（［武器］）F無限回
　攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋29対AC
　ヒット：3d10＋12ダメージ。

M シュラウド・オヴ・スチール／鋼の帷（［武器］）F無限回
　効果：このマリリスはシミターを2回使用し、さらにこのターンの終了時ま
でACに＋6のボーナスを得る。

M ウェポン・ダンス／武器の舞（［武器］）F再チャージ：初めて重傷になった
時
　効果：このマリリスはシミターを6回使用する。ヒットするたび、このマリリ
スは1マスのシフトを行なうことができる。

トリガー型のアクション
M ハッキング・ブレーズ／斬り返しの刃F無限回
　トリガー：隣接する敵1体がこのマリリスに対して近接攻撃をミスする。
　効果（フリー・アクション）：このマリリスはトリガーを発生させた敵に対し
てシミターを使用する。

ヴァリアブル・レジスタンス／選択式抵抗F1遭遇に3回まで
　トリガー：このマリリスが［酸］、［電撃］、［火］、［雷鳴］、［冷気］ダメージを
受ける。
　効果（フリー・アクション）：このマリリスは遭遇が終了するまで、トリガーと
なったダメージ種別に対する抵抗20を得る。この抵抗は、この遭遇が終了
するか、マリリスがもう1度ヴァリアブル・レジスタンスを使用するまで持続
する

技能：〈威圧〉＋24、〈看破〉＋21、〈はったり〉＋24、〈隠密〉＋26
【筋】25（＋19）	 【敏】28（＋21）	 【判】19（＋16）
【耐】18（＋16）	 【知】14（＋14）	 【魅】24（＋19）
属性：混沌にして悪	 言語：奈落語
装備：シミター×6
アップデート
『Monster	Vault』（未訳）にてアップデート。
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アビサル・グールの餓鬼	 レベル18　雑魚　兵士役
中型・元素・人型（アンデッド）	 XP1400
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない	 イニシアチブ：＋18
AC34；頑健31、反応30、意志28	 〈知覚〉＋14
移動速度：8、登攀4	 暗視
完全耐性：［毒］、［病気］；抵抗：［死霊］10
標準アクション
m クローズ／爪F無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋23対AC
　ヒット：13ダメージ、目標は動けない状態となる（セーヴ・終了）。

トリガー型のアクション
C デッド・ブラッド／死者の血（［死霊］）F遭遇毎
　トリガー：このグールのヒット・ポイントが0になる。
　効果（アクション不要）：近接範囲・爆発1（爆発の範囲内にいるクリーチ
ャーすべて）；目標はそれぞれ、［死霊］ダメージ10を受ける。

技能：〈隠密〉＋21
【筋】26（＋17）	 【敏】25（＋16）	 【判】17（＋12）
【耐】23（＋15）	 【知】19（＋13）	 【魅】13（＋10）
属性：混沌にして悪	 言語：奈落語
アップデート
『Monster	Vault』（未訳）にてアップデート。

デルヴ22：くすぶる戦の炎
遭遇22−2：時の井戸
アイス・デヴィル	 レベル20　兵士役
大型・永劫・人型（デヴィル）	 XP2,800
hp：195；重傷値：97	 イニシアチブ：＋18
AC36；頑健33、反応31、意志29	 〈知覚〉＋13
移動速度：8	 暗視
完全耐性：［冷気］
特徴
O クリップリング・コールド／手足すくむ冷気（［冷気］）Fオーラ2
このオーラの範囲内でターンを開始した敵は、このデヴィルの次のターン開始
時まで減速状態となる

ウォーミング・ウィークネス／暖気に緩む氷
アイス・デヴィルが［火］ダメージを受けたなら常に、そのクリップリング・コー
ルドのオーラは終了する。再起動するまでその効果は得られない。

標準アクション
m アイシー・ロングスピア／凍てつく長槍（［武器］、［冷気］）F無限回
　攻撃：近接・3（クリーチャー1体）；＋25対AC
　ヒット：2d12＋15［冷気］ダメージ
　効果：このアイス・デヴィルは目標を、つぎの自分のターン終了時までマー
クする。

C フリージング・ブレス／凍てつく吐息（［冷気］）F再チャージ 4 5 6
　攻撃：近接範囲・噴射5（噴射の範囲内のクリーチャーすべて）；＋23対
“頑健”
　ヒット：4d8＋18［冷気］ダメージ
　効果：目標は減速状態になる（セーヴ・終了）。
　　セーヴ失敗・1回目：目標は減速状態の代わりに動けない状態となる（セ
ーヴ・終了）。

技能：〈持久力〉＋23
【筋】25（＋17）	 【敏】22（＋16）	 【判】17（＋13）
【耐】27（＋18）	 【知】15（＋12）	 【魅】19（＋14）
属性：悪	 言語：神界語
装備：ロングスピア
アップデート
『Monster	Vault』（未訳）にてアップデート。

遭遇22−3：魂の陳列室
ピット・フィーンド	 レベル26　精鋭　兵士役
大型・永劫・人型（デヴィル）	 XP18000
hp：486；重傷値：243	 イニシアチブ：＋22
AC42；頑健40、反応36、意志38	 〈知覚〉＋23
移動速度：12、飛行12（劣悪）、瞬間移動1	 暗視
抵抗：［火］30、［毒］15
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント1
特徴
O オーラ・オヴ・フィアー／恐怖のオーラ（［恐怖］）Fオーラ5
このピット・フィーンドのターン開始時にオーラの範囲内にいるすべての敵は、
このピット・フィーンドの次のターン終了時まで、このピット・フィーンドにマー
クされた状態となる。

O オーラ・オヴ・ファイアー／火のオーラ（［火］）Fオーラ5
このオーラの範囲内に入るか、範囲内で自分のターンを開始したクリーチャー
はすべて、［火］ダメージ15を受ける。

標準アクション
C フレイムタッチト・メイス／炎まとう鎚矛（［火］、［武器］）F無限回
　攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋31対AC
　ヒット：2d10＋11の［火］ダメージ、さらに目標は継続的［火］ダメージ10
を受ける（セーヴ・終了）。

M テイル・スティング／尾の毒針（［毒］）F無限回
　攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋29対“頑健”
　ヒット：目標は継続的［毒］ダメージ25を受け、かつ弱体化状態となる（セ
ーヴ・両方とも終了）。

M ピット・フィーンド・フレンジー／ピット・フィーンドの激闘F無限回
　効果：ピット・フィーンドはフレイムタッチト・メイスとテイル・スティング
を使用する。

移動アクション
タクティカル・テレポート／戦術的瞬間移動（［瞬間移動］）F再チャージ 4 

5 6
　効果：近接範囲・爆発10（爆発の範囲内にいる味方1体、あるいは2体）；
ピット・フィーンドは目標をそれぞれ、範囲内のマスへと瞬間移動させる。

マイナー・アクション
R ポイント・オヴ・テラー／恐怖の矛先（［恐怖］）F無限回
　攻撃：遠隔・5（クリーチャー1体）；＋29対“意志”
　ヒット：目標はこのピット・フィーンドの次のターンが終了するまで、すべて
の防御値に−5のペナルティを受ける。

イレジスティブル・コマンド／抗いがたき命令（［火］、［魅了］）F無限回（1ラウ
ンド1回まで）
　効果：遠隔10（このピット・フィーンドよりレベルが低い味方のデヴィル1体）
目標は5マス横滑りさせられて、ヒット・ポイントが0となり破壊される。目標
から2マス以内にいるすべてのクリーチャーは3d10＋9の［火］ダメージを受
ける。

トリガー型のアクション
M ナイトメアリシュ・パニッシュメント／悪夢の如き懲罰
　トリガー：このピット・フィーンドにマークされており、かつ2マス以内にい
る敵が、シフトあるいはこのピット・フィーンドを目標に含まない攻撃を行なう。
　攻撃（機会アクション）：近接・2（トリガーとなった敵）；＋33対AC
　ヒット：2d10＋11［火］ダメージ、さらにピット・フィーンドは目標を自分に
隣接するマスへと2マス横滑りさせる。
　ミス：半減ダメージ。

【筋】32（＋24）	 【敏】24（＋20）	 【判】20（＋18）
【耐】27（＋21）	 【知】22（＋19）	 【魅】28（＋22）
属性：悪	 言語：神界語
装備：メイス
アップデート
『Monster	Vault』（未訳）にてアップデート。
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デルヴ23：リッチの最後の抵抗
遭遇23−3：謁見の間
エルダー・レッド・ドラゴン	 レベル22　単独　兵士役
超大型・自然・魔獣（ドラゴン）	 XP20750
hp：832；重傷値：416	 イニシアチブ：＋18
AC38；頑健36、反応33、意志32	 〈知覚〉＋19
移動速度：8、飛行10	 暗視
抵抗：［火］20
セーヴィング・スロー：＋5；アクション・ポイント2
特徴
アクション・リカヴァリィ／行動回復
このドラゴンのターン終了時には常に、このドラゴンを幻惑状態、朦朧状態あ
るいは支配状態にしている効果がすべて終了する。

インスティンクティヴ・アソールト／本能的猛襲
このドラゴンは（自分のイニシアチブ判定結果＋10）のイニシアチブにおいて、
1回のフリー・アクションとして、バイトあるいはクローを使用することができ
る。このドラゴンが自分を支配状態、または朦朧状態としている効果のため
にこの攻撃のためのフリー・アクションを使用できない場合、攻撃を行なう
代わりに、その効果が終了する。

標準アクション
m バイト／噛みつき（［死霊］）F無限回
　攻撃：近接・3（クリーチャー1体）；＋27対AC
　ヒット：2d10＋6ダメージ。目標はつかまれた状態となり、かつ継続［火］
ダメージ15を受ける（このドラゴンが重傷の時には25）。この継続ダメージ
はつかみ（脱出難易度30）が終了するまで持続する

M クロー／爪F無限回
　攻撃：近接・3（クリーチャー1体、あるいは2体）；＋27対AC。クリーチ
ャー1体のみを目標とする場合、このドラゴンはこの攻撃をそのクリーチャー
に対して2回行なえる。
　ヒット：3d10＋14ダメージ、ドラゴンがつかんでいるクリーチャーが2体未
満なら、目標をつかむ（脱出難易度27）。

R イモレイト・フォー／敵を焼き払うF再チャージ 5 6	　攻撃：遠隔・20（ク
リーチャー1体）；＋25対“反応”
　ヒット：4d10＋7［火］ダメージ、さらに継続的［火］ダメージ20（セーヴ・
終了）。
　ミス：半減ダメージ、さらに継続的［火］ダメージ10（セーヴ・終了）。

C ブレス・ウェポン／ブレス攻撃（［火］）F再チャージ 5 6
　攻撃：近接範囲・噴射5（噴射の範囲内のクリーチャーすべて）；＋25対
“反応”
　ヒット：4d12＋17［火］ダメージ
　ミス：半減ダメージ。

トリガー型のアクション
M テイル・ストライク／尾による牽制F無限回
　トリガー：1体の敵がこのドラゴンから3マス以内にあるマスから離れた時。
　攻撃（即応・対応）：近接・4（トリガーとなった敵）；＋25対“反応”
　ヒット：2d8＋4ダメージ、目標は倒れて伏せ状態になる。

ブラッディド・ブレス／重傷時ブレス攻撃F遭遇毎
　トリガー：このドラゴンが初めて重傷になる。
　効果（フリー・アクション）：このドラゴンはブレス・ウェポンを再チャージ
し、使用する。

技能：〈看破〉＋19、〈はったり〉＋18
【筋】26（＋19）	 【敏】21（＋16）	 【判】17（＋14）
【耐】24（＋18）	 【知】14（＋13）	 【魅】15（＋13）
属性：悪	 言語：共通語、竜語
アップデート
『Monster	Vault』（未訳）にてアップデート。

デルヴ24：大殺戮計画
遭遇24−3：内陣
バロール	 レベル27　精鋭　暴れ役
超大型・元素・人型（デーモン）	 XP22000
hp：622；重傷値：311	 イニシアチブ：＋20
AC40；頑健40、反応37、意志39	 〈知覚〉＋27
移動速度：8、飛行12（劣悪）	 擬似視覚6、暗視
抵抗：［火］20
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント1
特徴
O フレイミング・ボディ／焦熱の身体（［火］）Fオーラ2、バロールが重傷の間
は3
このオーラの範囲内でターンを開始した敵は皆、［火］ダメージ10を受ける。
このバロールが重傷の間は受ける［火］ダメージは20となる。

標準アクション
m ライトニング・ソード／雷の剣（［電撃］、［武器］）F無限回
　攻撃：近接・3（クリーチャー1体）；＋32対AC
　ヒット：6d10＋11［電撃］ダメージ。または、クリティカル・ヒットの際には
3d10＋71［電撃］ダメージ。

M フレイミング・ウィップ／炎の鞭（［火］）F（無限回）
　攻撃：近接・5（クリーチャー1体）；＋30対“反応”
　ヒット：2d10＋10［火］ダメージ、さらに継続的［火］ダメージ15（セーヴ・
終了）。バロールは目標を、自分に隣接するマスへと、5マスまで引き寄せる
を行なう。

M ファイアー・アンド・ライトニング／炎火電閃F無限回
　効果：バロールはライトニング・ソードを1回、フレイミング・ウィップを1
回使用する。

M ビヘッディング・ブレード／断頭の刃（［電撃］、［武器］）F再チャージ：初め
て重傷になった時
　攻撃：近接範囲・噴射3（噴射の範囲内の敵すべて）；＋32対AC。こ
の攻撃は15〜20の目でクリティカル・ヒットとなる。
　ヒット：5d12＋14［電撃］ダメージ、または、クリティカル・ヒットの際には
3d12＋74［電撃］ダメージ。

トリガー型のアクション
デス・バースト／断末魔の爆発（［火］）F遭遇毎
　トリガー：このバロールのヒット・ポイントが0になる。
　攻撃（アクション不要）：近接範囲・爆発10（爆発の範囲内のクリーチャ
ーすべて）；＋30対“反応”
　ヒット：6d10の［火］ダメージ。
　ミス：半減ダメージ。
　効果：このバロールは破壊される。

ヴァリアブル・レジスタンス／選択式抵抗F1遭遇に3回まで
　トリガー：このデーモンが［酸］、［電撃］、［火］、［雷鳴］、［冷気］ダメージ
を受ける。
　効果（フリー・アクション）：このバロールは遭遇が終了するまで、トリガー
となったダメージ種別に対する抵抗20を得る。この抵抗は、この遭遇が終
了するか、バロールがもう1度ヴァリアブル・レジスタンスを使用するまで持
続する

技能：〈威圧〉＋20、〈看破〉＋27、〈はったり〉＋20
【筋】30（＋23）	 【敏】25（＋20）	 【判】29（＋22）
【耐】31（＋23）	 【知】12（＋14）	 【魅】14（＋15）
属性：混沌にして悪	 言語：共通語、奈落語
装備：ライトニング・ソード、フレイミング・ウィップ。
アップデート
『Monster	Vault』（未訳）にてアップデート。
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デルヴ26：
シャドウフェルの反逆勢力
遭遇26−1：魂の刈り手を恐れよ
ソロウスウォーンの魂裂き	 レベル25　遊撃役
中型・シャドウ・人型	 XP7000
hp：236；重傷値：118	 イニシアチブ：＋27
AC39；頑健35、反応39、意志36	 〈知覚〉＋27
移動速度：10	 暗視
特徴
ブリーク・ヴィゼジ／暗き相貌（［恐怖］）
ソロウスウォーンの魂裂きに対して近接攻撃または遠隔攻撃を行なおうとする
すべての者は、攻撃ロールに−2のペナルティを受ける。

コンバット・アドヴァンテージ／戦術的優位
ソロウスウォーンの魂裂きは自分が戦術的優位を得ているすべてのクリーチャ
ーに対して3d6の追加ダメージを与える。

標準アクション
m クロー／爪（［精神］）F無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋30対AC
　ヒット：2d8＋15ダメージおよび2d8の［精神］ダメージ

M フラター・アンド・ストライク／転移打撃（［瞬間移動］、［精神］）F再チャー
ジ 4 5 6		
　効果：この攻撃を行なう前に、ソロウスウォーンの魂裂きは10マスまでの［瞬
間移動］を行なう。そして隣接している敵1体に対してクローを使用する。ソ
ロウスウォーンの魂裂きはこの攻撃を行なうさい、目標に対して戦術的優位を
得る。

M ソロウズ・ラッシュ／ソロウスウォーンの猛襲（［精神］）F遭遇毎
　効果：ソロウスウォーンの魂裂きは10マスまでの移動を行ない、移動中の
任意の時点で計3回、クローを使用する。それぞれの攻撃は別の目標に対
して行なわなければならない。

技能：〈隠密〉＋30、〈看破〉＋27
【筋】24（＋19）	 【敏】36（＋25）	 【判】31（＋22）
【耐】28（＋21）	 【知】18（＋16）	 【魅】22（＋18）
属性：無属性	 言語：共通語
アップデート
『The	Shadowfell』（未訳）にてアップデート。

　ファイアー・タイタンの強者、は本来21レベルのファイアー・
タイタンを5レベル分強大化し、26レベルに成長させたもの。こ
こでは参考までに元の21レベルのファイアー・タイタンのアップ
デート版を掲載。

ファイアー・タイタン	 レベル21　精鋭　兵士役
超大型・元素・人型（ジャイアント、火）	 XP6400
hp：398；重傷値：199	 イニシアチブ：＋18
AC37；頑健34、反応31、意志31	 〈知覚〉＋21
移動速度：8	
完全耐性：［火］
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント1
標準アクション
m ファイアリー・グレートソード／燃え盛るグレートソード（［火］、［武器］）F
無限回
　ヒット：6d6＋9［火］ダメージ、このタイタンは目標を2マスまで押しやる。
　効果：このタイタンは次の自分のターン終了時まで、目標をマークする。

M ダブル・アタック／2回攻撃F無限回
　効果：このタイタンはファイアリー・グレートソード／燃え盛るグレートソ
ードを2回使用する。

R ハール・ラヴァ／溶岩投げ（［火］）F再チャージ 5 6	　攻撃：遠隔・20（ク
リーチャー1体）；＋24対“反応”
　ヒット：6d6＋15ダメージ、目標はこのタイタンの次のターンの終了時まで
動けない状態となる。目標が飛行している場合、墜落する。
　ミス：半減ダメージ。目標はこのタイタンの次のターン終了時まで減速状
態となる。

C バーニング・ウェイヴ／炎の波F無限回
　攻撃：近接範囲・爆発5（爆発の範囲内のクリーチャーすべて）；＋24対
“反応”
　ヒット：2d8＋3［火］ダメージ、さらに継続的［火］ダメージ10（セーヴ・終
了）。

【筋】29（＋19）	 【敏】23（＋16）	 【判】23（＋16）
【耐】23（＋16）	 【知】10（＋10）	 【魅】21（＋15）
属性：悪	 言語：巨人語、始原語
装備：グレートソード
アップデート
『Monster	Vault』（未訳）にてアップデート。

デルヴ28：飢えし者の神殿
遭遇28−1：夜の落し子
バロール（前述の『遭遇24−3：内陣』を参照）

遭遇28−3：グールの王
アビサルグールの鬼兵
　アビサル・グールの鬼兵は『モンスター・マニュアル』に掲載さ
れている23レベルの雑魚であるが、18レベルの雑魚であるアビ
サル・グールの餓鬼を5レベル分強大化したものに近い。そして、
アビサル・グールの餓鬼は『Monster Vault』によりアップデートさ
れている。前述の『遭遇20−3：剣魔の業魔殿』にあるデータを参
考とされたい。
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デルヴ29：ひそやかなる巨悪
遭遇29−1：守護天使
ヴェクナの口ふさぎ
　ヴェクナの口ふさぎは『モンスター・マニュアル』に掲載されて
いるエンジェル・オヴ・ヴェンジャンスを元に28レベルまでの強
化、新規パワーの追加（アンイールディング・オンスロート、エン
ジェリック・サモンズ、ヴェクナズ・ブラインドフォールド）、単
独モンスター化を行なったモンスターである。
　元となったエンジェル・オヴ・ヴェンジャンスは『Monster 
Vault』によりアップデートされているので、参考として掲載する。

エンジェル・オヴ・ヴェンジャンス	 レベル19　精鋭　暴れ役
大型・永劫・人型（エンジェル）	 XP4,800
hp：426；重傷値：213	 イニシアチブ：＋13
AC31；頑健33、反応29、意志33	 〈知覚〉＋16
移動速度：8、飛行12（ホバリング）
完全耐性：［恐怖］；抵抗：［光輝］15、［火］15、［冷気］15
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント1
特徴
クローク・オヴ・ヴェンジャンス／応報執行者の衣（［火］、［冷気］）
　このエンジェルが重傷でない間、このエンジェルに対する攻撃は−2のペナ
ルティを受け、このエンジェルに近接攻撃をヒットさせたクリーチャーは皆、
［火］かつ［冷気］ダメージ10を受ける。
標準アクション
m ロングソード（［火］、［武器］、［冷気］）F無限回
　攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋24対AC
　ヒット：4d10＋12［火］かつ［冷気］ダメージ

M ダブル・アタック／2回攻撃F無限回
　効果：このエンジェルはロングソードを2回使用する。

マイナー・アクション
サイン・オヴ・ヴェンジャンス／応報の印F遭遇毎
　効果：遠隔・視界（クリーチャー1体）；遭遇の終了時まで、このエンジェ
ルは1回の移動アクションとして、目標に隣接するように瞬間移動することが
できる。

トリガー型のアクション
コールドファイアー・ピラー・トランスフォーメーション／冷たき炎の柱への変
身（［火］、［変身］、［冷気］）F遭遇毎
　トリガー：このエンジェルが初めて重傷になる。
　効果（フリー・アクション）：このエンジェルは次の自分のターン開始時まで、
高さ6マスの柱へと変身する。この姿でいる間、このエンジェルはあらゆるダ
メージに対する完全耐性を得る。この効果が終了するとき、このエンジェル
は以下の攻撃を行なう。
　攻撃：近接範囲・爆発2（爆発の範囲内のクリーチャーすべて）；＋27対
“反応”
　ヒット：2d8＋18の［火］かつ［冷気］ダメージ。
技能：〈看破〉＋21
【筋】27（＋17）	 【敏】18（＋13）	 【判】25（＋16）
【耐】13（＋10）	 【知】19（＋13）	 【魅】26（＋17）
属性：無属性	 言語：神界語
装備：ロングソード×2
アップデート
『Monster	Vault』（未訳）にてアップデート。。

デルヴ30：
神格化を欲する獄炎の心
遭遇30−1：灰の護り手
プライモーディアル・ナーガ	 レベル25　単独　砲撃役
大型・元素・魔獣（爬虫類）	 XP35000
hp：752；重傷値：376	 イニシアチブ：＋18
AC39；頑健40、反応35、意志38	 〈知覚〉＋24
移動速度：8	 暗視
抵抗：［酸］20、［冷気］40、［火］30
セーヴィング・スロー：＋5；アクション・ポイント2
特徴
O エナジー・カスケイド／エネルギーの奔流（［電撃］、［火］）Fオーラ2
このオーラの範囲内に入った敵、あるいは範囲内でターンを開始したすべて
の敵は［火］かつ［電撃］ダメージ15を受ける。

標準アクション
m バイト／噛みつき（［酸］）F無限回
　攻撃：近接・3（クリーチャー1体）；＋30対AC
　ヒット：2d6＋15ダメージおよび3d6の［酸］ダメージ

M フレイリング・ヘッズ／連続噛みつき（［酸］）F無限回
　効果：プライモーディアル・ナーガはバイトを5回使用する。1体の目標に
対して、3回以上これらの攻撃がヒットしたなら、目標はさらに継続的［酸］ダ
メージ15（セーヴ・終了）を受ける。

C フリージング・ブレス／凍てつく吐息（［冷気］）F再チャージ 5 6
　攻撃：近接範囲・噴射5（噴射の範囲内のクリーチャーすべて）；＋28対
“頑健”
　ヒット：6d6＋16［冷気］ダメージ、さらに目標は減速状態になる（セーヴ・
終了）。

マイナー・アクション
R スピット・ファイアー／火吹き（［火］）F無限回
　攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）；＋30対“反応”。このパワーは機会
攻撃を誘発しない。
　ヒット：3d6＋13［火］ダメージ、さらに継続的［火］ダメージ10（セーヴ・
終了）。

R ウィンド・スラム／叩きつける風F無限回
　攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）；＋30対“頑健”
　ヒット：5d6＋15ダメージ、このナーガは目標を2マスまで押しやる。
技能：〈看破〉＋24、〈魔法学〉＋22、〈歴史〉＋22
【筋】28（＋21）	 【敏】22（＋18）	 【判】24（＋19）
【耐】32（＋23）	 【知】20（＋17）	 【魅】28（＋21）
属性：混沌にして悪	 言語：始原語
アップデート
『Dungeon	Magazine	195』（未訳）にてアップデート。

遭遇30−3：虜囚となりし神々の影
バロール（前述の『遭遇24−3：内陣』を参照）


