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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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新しいモンスター
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。

ファイアー・ジャイアントの“焔の潰し屋”	 レベル17　暴れ役
大型・元素・人型（ジャイアント、火）	 XP1600
hp：204；重傷値：102	 イニシアチブ：＋8
AC29；頑健30、反応27、意志27	 〈知覚〉＋10
移動速度：8	
抵抗：［火］15
標準アクション
m シアリング・モール／灼熱のモール（［火］、［武器］）F無限回
　攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋22対AC
　ヒット：5d8＋9［火］ダメージ

C オーヴァーヘッド・スマッシュ／脳天割り（［火］、［武器］）F無限回
　攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋22対AC
　ヒット：4d8＋14ダメージ、目標は倒れて伏せ状態になる。

C バタリング・ブロウズ／打ち倒す猛打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
　必要条件：このジャイアントは重傷でなければならない。
　攻撃：近接範囲・爆発2（爆発の範囲内の敵すべて）；＋22対AC
　ヒット：6d8＋9［火］ダメージ、このジャイアントは目標を2マスまで押しやる。

【筋】27（＋16）	 【敏】11（＋8）	 【判】14（＋10）
【耐】24（＋15）	 【知】8（＋7）	 【魅】11（＋8）
属性：悪	 言語：巨人語
装備：モール
アップデート
『Monster	Vault』（未訳）にてアップデート。

フロスト・ジャイアント	 レベル17　暴れ役
大型・元素・人型（ジャイアント、冷気）	 XP1600
hp：201；重傷値：100	 イニシアチブ：＋11
AC29；頑健32、反応27、意志28	 〈知覚〉＋13
移動速度：8（氷渡り）	
抵抗：［冷気］15
特徴
アイスバウンド・フッティング／凍結の踏ん張り
何らかの効果によって押しやり、引き寄せ、横滑りさせられる時、このジャイアン
トは実際に移動させられるマスの数を、その効果の定める本来の数値よりも
2マス少なくすることができる。また、倒れて伏せ状態とする攻撃を受けたと
きには、これを避けるためにセーヴィング・スローを行なうことができ、成功す
れば倒れずにすむ。

標準アクション
m アイシー・グレートアックス／凍てつくグレートアックス（［武器］、［冷気］）

F無限回
　攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋22対AC
　ヒット：3d12＋11［冷気］ダメージ、または、クリティカル・ヒットの際には
2d12＋47［冷気］ダメージ。

M チリング・ストライク／寒気の打撃（［武器］、［冷気］）F再チャージ 5 6
　攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋22対AC
　ヒット：5d12＋15［冷気］ダメージ、目標は“［冷気］に対する脆弱性10”を
受ける（セーヴ・終了）。

技能：〈運動〉＋19
【筋】23（＋14）	 【敏】16（＋11）	 【判】20（＋13）
【耐】21（＋13）	 【知】10（＋8）	 【魅】12（＋9）
属性：悪	 言語：巨人語
装備：グレートアックス、ハイド・アーマー
アップデート
『Monster	Vault』（未訳）にてアップデート。

フロスト・ジャイアントの略奪者	 レベル17　遊撃役
大型・元素・人型（ジャイアント、冷気）	 XP1600
hp：168；重傷値：84	 イニシアチブ：＋14
AC31；頑健31、反応28、意志27	 〈知覚〉＋11
移動速度：8（氷渡り）	
抵抗：［冷気］15
特徴
アイスバウンド・フッティング／凍結の踏ん張り
何らかの効果によって押しやり、引き寄せ、横滑りさせられる時、このジャイアン
トは実際に移動させられるマスの数を、その効果の定める本来の数値よりも
2マス少なくすることができる。また、倒れて伏せ状態とする攻撃を受けたと
きには、これを避けるためにセーヴィング・スローを行なうことができ、成功す
れば倒れずにすむ。

標準アクション
m ／r アイシー・ハンドアックス／凍てつくハンドアックス（［武器］、［冷気］）

F無限回
　攻撃：近接2または遠隔10（クリーチャー1体）；＋22対AC
　ヒット：2d6＋6［冷気］ダメージ。
　効果：このジャイアントは2マスまでのシフトを行なう。

M ツイン・ストライク／二重攻撃F無限回
　効果：このジャイアントはアイシー・ハンドアックスを2回使用し、それら
の攻撃の間に2マスまでのシフトを行なえる。

R ハーリング・チャージ／投擲突撃F遭遇毎
　効果：このジャイアントはアイシー・ハンドアックスを2回、最初は遠隔攻
撃として、次にその目標への突撃として使用する。

技能：〈運動〉＋18
【筋】21（＋13）	 【敏】19（＋12）	 【判】17（＋11）
【耐】24（＋15）	 【知】10（＋8）	 【魅】12（＋9）
属性：悪	 言語：巨人語
装備：ハンドアックス×8
アップデート
『Monster	Vault』（未訳）にてアップデート。
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遭遇C2：古の都
ブレイ	 レベル9　精鋭　遊撃役
大型・自然・野獣	 XP800
hp：200；重傷値：100	 イニシアチブ：＋10
AC24；頑健22、反応20、意志19	 〈知覚〉＋7
移動速度：6、穴掘り6	 暗視、振動感知20
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント1
特徴
グラウンド・エラプション／地面の大穴
ブレイが地下から出てきた場所のすべてのマス目と、地下に侵入した場所の
すべてのマス目は、遭遇終了時まで移動困難な地形となる。

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）；＋14対AC
　ヒット：3d6＋7ダメージ（伏せ状態の目標に対しては5d6＋7ダメージ）。

M リーピング・バイト／跳躍噛みつきF無限回
　効果：このブレイは5マスまでの跳躍を行ない、それからバイトを使用する。
この移動は機会攻撃を誘発しない。

C ライジング・バースト／地下からの噴出F無限回
　必要条件：このブレイは地下にいなければならない。
　効果：このブレイは地上にあるマスまで、その移動速度までの移動を行な
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）；＋14対
AC
　ヒット：2d8＋5ダメージ
　ミス：半減ダメージ。
移動アクション
M アース・ファーロウ／地中航跡F無限回
　効果：このブレイは自身の移動速度まで、地表から深さ1マスを掘り進んで
移動する。この移動は機会攻撃を誘発しない。このブレイが地上にいる敵
の接敵面の下を掘り進むごとに、その敵に対して以下の攻撃を行なう。1体
の敵がこの移動により2回以上この攻撃の対象となることはない。
　攻撃：近接・1（接敵面にいるクリーチャー1体）；＋12対“頑健”
　ヒット：目標は倒れて伏せ状態となる。

技能：〈運動〉＋15、〈持久力〉＋14
【筋】22（＋10）	 【敏】18（＋8）	 【判】16（＋7）
【耐】20（＋9）	 【知】2（±0）	 【魅】8（＋3）
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。

ランダム遭遇
ヒル・ジャイアント：『遭遇E1：包囲攻撃（その1）』を参照。

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。

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。

キュクロプスの衛兵	 レベル14　雑魚　暴れ役
大型・フェイ・人型	 XP250
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：＋10
AC26；頑健28、反応25、意志25	 〈知覚〉＋15
移動速度：6
標準アクション
m バトルアックス（［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：14ダメージ。

トリガー型のアクション
M イーヴル・アイ／邪眼F無限回
　トリガー：敵がこのキュクロプスに対する近接攻撃をミスする
　効果（即応・対応）：このキュクロプスはトリガーとなった敵に対してバトル
アックスを使用する。

【筋】22（＋13）	 【敏】16（＋10）	 【判】17（＋10）
【耐】20（＋12）	 【知】11（＋7）	 【魅】11（＋7）
属性：無属性	 言語：エルフ語
装備：ハイド・アーマー、へヴィ・シールド、バトルアックス
アップデート
『Monster	Vault』（未訳）にてアップデート。
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ストームストーン・フューリィ：『遭遇F7：氷の小屋』を参照。

シャードストーム・ヴォーテクスの漏斗雲（レベル13　雑魚　遊
撃役、『モンスター・マニュアルⅡ』のP.30） 5体

シャードストーム・ヴォーテクスの漏斗雲	 レベル13　雑魚　遊撃役
中型・元素・魔獣（風、地）	 XP200
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：＋14
AC27；頑健24、反応26、意志24	 〈知覚〉＋10
移動速度：0、飛行8（ホバリング）
完全耐性：［毒］、病気
特徴
O サンドブラスト／吹きつける砂塵Fオーラ1
オーラの範囲内の敵はみな、すべての防御値に−2のペナルティを受ける。
標準アクション
m アブレイシヴ・スラム／やすりのごとき叩きつけF無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋16対“頑健”
　ヒット：10ダメージ。

移動アクション
ヴォーテクス・ステップ／渦巻移動F無限回
　効果：このシャードストーム・ヴォーテクスは4マスのシフトを行なう。

【筋】11（＋6）	 【敏】22（＋12）	 【判】19（＋10）
【耐】19（＋10）	 【知】5（＋3）	 【魅】6（＋4）
属性：無属性	 言語：始源語
アップデート
『Dungeon	Magazine	198』（未訳）にてアップデート。

フロスト・ジャイアント：『新しいモンスター』を参照。
アース・タイタン：『遭遇E7：アースタイタンの洞窟』を参照。
ファイアー・ジャイアント：『新しいモンスター』を参照。
ファイアー・ジャイアントの “炎の呼び手”：『フレイムフォール・タ
ワーの警邏隊』を参照。
ファイアーブレッド・ヘル・ハウンド：『遭遇F9：氷の鍛冶場』を参照。

遭遇E1：包囲攻撃（その1）
ヒル・ジャイアント	 レベル13　暴れ役
大型・自然・人型（地、ジャイアント）	 XP800
hp：159；重傷値：79	 イニシアチブ：＋5
AC25；頑健27、反応23、意志25	 〈知覚〉＋7
移動速度：8	
標準アクション
m グレートクラブ（［武器］）F無限回
　攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋18対AC
　ヒット：3d10＋11ダメージ。

M スウィーピング・クラブ／なぎ倒す棍棒（［武器］）F遭遇毎
　攻撃：近接・2（クリーチャー1体、あるいは2体）；＋18対AC
　ヒット：3d10＋11ダメージ。このジャイアントは目標を2マスまで押しやり、
倒して伏せ状態にする。

R ハール・ロック／岩投げ（［武器］）F無限回
　攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋18対AC
　ヒット：2d10＋8ダメージ。

技能：〈運動〉＋16
【筋】21（＋11）	 【敏】8（＋5）	 【判】12（＋7）
【耐】19（＋10）	 【知】7（＋4）	 【魅】9（＋5）
属性：混沌にして悪	 言語：巨人語
装備：岩×5、グレートクラブ
アップデート
『Monster	Vault』（未訳）にてアップデート。

ルフ	 レベル14　精鋭　遊撃役
大型・自然・野獣	 XP2000
hp：288；重傷値：144	 イニシアチブ：＋14
AC28；頑健27、反応26、意志25	 〈知覚〉＋15
移動速度：4、飛行10	
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 バイト／噛みつきF無限回
　攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋19対AC
　ヒット：2d6＋15ダメージ。

M クロー・スナッチ／ひっつかむ爪F無限回
　効果：ルフは移動速度分までの飛行を行ない、その移動の任意の地点で
バイトおよび以下の攻撃を行う。この移動において、ルフは自分が攻撃して
いるクリーチャーからは機会攻撃を誘発しない。
　攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋17対“反応”
　ヒット：2d8＋12ダメージ、目標はルフにつかまれ、このパワーによる残りの
移動をルフと一緒に移動し、移動の終了地点でつかみから解放され、ルフに
隣接したマスで倒れて伏せ状態になる。

【筋】25（＋14）	 【敏】20（＋12）	 【判】16（＋10）
【耐】24（＋14）	 【知】2（＋3）	 【魅】12（＋8）
属性：無属性	 言語：——
アップデート
『Dungeon	Magazine	198』（未訳）にてアップデート。

遭遇E1：包囲攻撃（その2）
ヒル・ジャイアント：『遭遇E1：包囲攻撃（その1）』を参照。

アース・アルコンの地雷術士	 レベル14　制御役
中型・元素・人型（地）	 XP1000
hp：143；重傷値：71	 イニシアチブ：＋9
AC28；頑健27、反応25、意志26	 〈知覚〉＋13
移動速度：6（地渡り）	 振動感知20
完全耐性：石化、［毒］、［病気］
特徴
O アース・リクエファクション／地面液状化Fオーラ5
自身のターン中に移動を行なわないまま、このオーラの中でターンを終了した
すべてのクリーチャーは、自身の次のターンの終了時まで“減速状態”となる。
（地）キーワードを持つクリーチャーはこれに完全耐性を持つ。
標準アクション
m スラム／叩きつけF無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋19対AC
　ヒット：2d8＋13ダメージ

r レイジング・アース／荒れ狂う大地（［雷鳴］）F無限回
　攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）；＋18対“反応”（“減速状態”のクリー
チャーに対しては＋20）
　ヒット：1d10＋13［雷鳴］ダメージ。目標は“動けない状態”となる（セーヴ・
終了）。

M シャヴ／押し倒しF無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋19対AC
　ヒット：2d10＋11ダメージ。このアース・アルコンは目標を4マスまで押し
やり、倒して伏せ状態にする。

A グラウンド・エラプション／大地激発（［雷鳴］）F再チャージ 5 6
　攻撃：遠隔範囲・爆発1・10マス以内（爆発の範囲内のクリーチャーす
べて）；＋18対“反応”
　ヒット：3d8＋15ダメージ、目標は倒れて伏せ状態になる。
　ミス：半減ダメージ、目標は倒れて伏せ状態となる。

【筋】20（＋12）	 【敏】14（＋9）	 【判】23（＋13）
【耐】23（＋13）	 【知】19（＋11）	 【魅】17（＋10）
属性：混沌にして悪	 言語：始原語
装備：チェインメイル
アップデート
『Dungeon	Magazine	198』（未訳）にてアップデート。
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遭遇E3：砦への潜入
ヒル・ジャイアント：『遭遇E1：包囲攻撃（その1）』を参照。

レイジ・ドレイクの破壊王
　レイジ・ドレイクの破壊王、は本来5レベルのレイジ・ドレイ
クを10レベル分強大化し、15レベルに成長させたもの。ここで
は参考までに元のアップデートされたレイジ・ドレイクを掲載す
る。

レイジ・ドレイク	 レベル5　暴れ役
大型・自然・野獣（乗騎、爬虫類）	 XP200
hp：77；重傷値：38	 イニシアチブ：＋3
AC17；頑健18、反応15、意志16	 〈知覚〉＋4
移動速度：8
特徴
レイジング・マウント／猛る乗騎（［乗騎］）
　このドレイクが重傷である間、乗り手は自分の近接攻撃の攻撃ロールとダメ
ージ・ロールに＋2のボーナスを得る。

標準アクション
m バイト／噛みつきF無限回
　攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋10対AC、このドレイクが重傷の間
は＋12対AC
　ヒット：2d10＋5ダメージ、このドレイクが重傷の間は2d10＋7ダメージ。

M レイキング・チャージ／引っかき突撃F無限回
　効果：このドレイクは突撃を行ない、突撃の目標に対して近接基礎攻撃の
代わりに次の攻撃を2回行なう。
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋10対AC、このドレイクが重傷の間
は＋12対AC
　ヒット：1d6＋4ダメージ、このドレイクが重傷の間は1d6＋6ダメージ。

【筋】19（＋6）	 【敏】13（＋3）	 【判】14（＋4）
【耐】17（＋5）	 【知】3（−2）	 【魅】12（＋3）
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E5：共用広間
ヒル・ジャイアント：『遭遇E1：包囲攻撃（その1）』を参照。
 

遭遇E7：アースタイタンの洞窟
アース・タイタン	 レベル16　精鋭　暴れ役
超大型・元素・人型（ジャイアント、地）	 XP2800
hp：384；重傷値：192	 イニシアチブ：＋7
AC30；頑健31、反応25、意志26	 〈知覚〉＋9
移動速度：6	
完全耐性：石化
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 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：4d10＋8ダメージ。

M ダブル・アタック／2回攻撃F無限回
　効果：このタイタンはスラムを2回使用する。

R ハール・ロック／岩投げF無限回
　攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）；＋21対AC
　ヒット：2d8＋10ダメージ、目標は幻惑状態になる（セーヴ・終了）。

C アース・ショック／大地の衝撃F遭遇毎
　攻撃：近接範囲・爆発2（爆発の範囲内の敵すべて）；＋19対“頑健”
　ヒット：3d12＋6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
朦朧状態となる。
　ミス：半減ダメージ。

技能：〈運動〉＋19
【筋】23（＋14）	 【敏】8（＋7）	 【判】12（＋9）
【耐】22（＋14）	 【知】10（＋8）	 【魅】13（＋9）
属性：混沌にして悪	 言語：巨人語、始原語
装備：岩×5
アップデート
『Monster	Vault』（未訳）にてアップデート。

遭遇I3：ウィザードの書庫
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
『Dungeon	Magazine	195』（未訳）にてアップデート。
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ソード・レイス（W）2体	 レベル17　奇襲役
中型・シャドウ・人型（アンデッド）	 XP1,600
hp：90；重傷値：45	 イニシアチブ：＋19
AC30；頑健29、反応30、意志31	 〈知覚〉＋14
移動速度：0、飛行8（ホバリング）、位相移動	 暗視
完全耐性：［毒］、［病気］；抵抗：［死霊］20、非物質的；
　脆弱性：［光輝］10
特徴</w薄緑>
コンバット・アドヴァンテージ／戦術的優位（［死霊］）
自分に対して戦術的優位を与えているクリーチャーに対しては、2d6の追加
［死霊］ダメージを与える。

リジェネレーション／再生（［回復］）
ヒット・ポイントが1以上で自分のターン開始時になったなら、そのたびに10ヒ
ット・ポイントを回復する。［光輝］ダメージを受けたならば、この再生能力
は次の自分のターンの終了時まで機能しなくなる。

スポーン・レイス／同族作り
このソード・レイスに殺された人型クリーチャーはみな、このソード・レイスの
次のターンの開始時に、自由意志を持つ新たなソード・レイスとしてよみがえ
り、自分が殺された時にいたマスに現れる（もしそのマスが何ものかに占めら
れているなら、一番近い、何ものにも占められていないマスに現れる）。殺さ
れたクリーチャーを（レイズ・デッドの儀式などによって）蘇生させても、この
新たなソード・レイスが破壊されるわけではない。

標準アクション</w薄緑>
m シャドウ・ソード／影の剣（［死霊］）F無限回
攻撃：近接5（クリーチャー1体）；＋20対“反応”
ヒット：2d8＋7［死霊］ダメージ、目標は弱体化状態になる（セーヴ・終了）。
移動アクション</w薄緑>
シャドウ・グライド／影滑りF遭遇毎
効果：6マスのシフトを行なう。

トリガー型アクション</w薄緑>
M デス・ストライク／断末魔の打撃（［死霊］）
トリガー：このレイスのヒット・ポイントが0になる。
効果（アクション不要）：4マスのシフトを行ない、1回の近接基礎攻撃を行
なう。ヒットしたならば2d8の追加［死霊］ダメージを与える。

技能：〈隠密〉＋20
【筋】	14（＋10）	 【敏】	24（＋15）	 【判】	12（＋9）
【耐】	18（＋12）	 【知】	11（＋8）	 【魅】	24（＋15）
属性：混沌にして悪	 言語：共通語
アップデート
『恐怖の墓所』にてアップデート。

遭遇D4：プラネタリウム
ドライダーの戦長
　ドライダーの戦長、は本来14レベルのドライダーの牙王を1レ
ベル分強大化し、15レベルに成長させたもの。ここでは参考まで
に元のアップデートされたドライダーの牙王を掲載する。

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。

ドラウの毒塗り剣	 レベル13　遊撃役
中型・フェイ・人型	 XP800
hp：124；重傷値：62	 イニシアチブ：＋13
AC27；頑健23、反応25、意志22	 〈知覚〉＋13
移動速度：6	 暗視
標準アクション
m ロングソード（［毒］、［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：2d8＋7ダメージ、さらに継続的［毒］ダメージ5（セーヴ・終了）。

m ショート・ソード（［毒］、［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：2d6＋7ダメージ、さらに継続的［毒］ダメージ5（セーヴ・終了）。

M ブレード・マスタリィ／剣術の秘技F再チャージ 5 6
　効果：このドラウはロングソードを1回、ショート・ソードを1回使用する。

マイナー・アクション
クラウド・オブ・ダークネス／闇の雲（［区域］）F遭遇毎
　効果：近接範囲・爆発1この爆発の範囲内は、このドラウの次のターン終
了時まで持続する区域となる。この雲の区域はこのドラウを除くすべてのク
リーチャーの視線を遮る。この［区域］の中に完全に入っているクリーチャー
は、このドラウを除いて皆、盲目状態になる。

技能：〈隠密〉＋16、〈軽業〉＋16
【筋】16（＋9）	 【敏】21（＋11）	 【判】14（＋8）
【耐】12（＋7）	 【知】12（＋7）	 【魅】12（＋7）
属性：悪	 言語：共通語、エルフ語
装備：ハイド・アーマー、ロングソード、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。
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遭遇F1：フロットサム襲撃
フロスト・ジャイアント：『新しいモンスター』を参照。
フロスト・ジャイアントの略奪者：『新しいモンスター』を参照。

遭遇F3：
フロスト・スパイアへの航海
ルフ：『遭遇E1：包囲攻撃（その1）』を参照。

クオトアの襲撃兵	 レベル12　遊撃役
中型・自然・人型（水棲）	 XP700
hp：119；重傷値：59	 イニシアチブ：＋11
AC26；頑健22、反応22、意志21（重傷時は25）	 〈知覚〉＋11
移動速度：6、水泳6	 暗視
特徴
アクアティック／水棲
クオトアは水中で呼吸ができる。水中での戦闘においては、このクリーチャー
は（水棲）でないクリーチャーに対する攻撃ロールに＋2ボーナスを得る。

標準アクション
m スキュワリング・スピア／串刺し槍（［武器］）F無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋17（重傷時は＋19）対AC
　ヒット：2d8＋5ダメージ、さらに継続的ダメージ5（セーヴ・終了）。

移動アクション
スリック・マヌーヴァー／ぬるぬる移動F無限回
　必要条件：クオトアの襲撃兵は敵に隣接していなければならない。
　効果：このクオトアは、その敵に隣接する他のマスへ、3マスまでのシフト
を行なうことができる。

マイナー・アクション
クイック・ステップ／早歩きF無限回
　　必要条件：このクオトアは重傷でなければならない。
　効果：このクオトアは1マスのシフトを行なう。

トリガー型のアクション
M スティッキー・シールド／粘つく盾F無限回
　トリガー：隣接している敵がこのクオトアに対して近接攻撃をミスする
　攻撃（即応・対応）：近接・1（トリガーを発生させた敵）；＋15対“反応”
　ヒット：トリガーとなった攻撃に用いられていた武器は目標のいるマスに落
ちる。

【筋】15（＋8）	 【敏】16（＋9）	 【判】11（＋6）
【耐】15（＋8）	 【知】11（＋6）	 【魅】13（＋7）
属性：悪	 言語：深淵語
装備：レザー・アーマー、粘ついたライト・シールド、スピア
アップデート
『Dungeon	Magazine	193』（未訳）にてアップデート。

クオトアの銛打ち	 レベル14　兵士役
中型・自然・人型（水棲）	 XP1000
hp：137；重傷値：67	 イニシアチブ：＋12
AC30；頑健26、反応26、意志24	 〈知覚〉＋11
移動速度：6、水泳6	 暗視
特徴
アクアティック／水棲
クオトアは水中で呼吸ができる。水中での戦闘においては、このクリーチャー
は（水棲）でないクリーチャーに対する攻撃ロールに＋2ボーナスを得る。

標準アクション
m ハープーン／銛（［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：2d8＋8ダメージ、さらに目標はつかまれる（脱出難易度21）。この
つかみが終了するまで、目標は継続的ダメージ5を受け、その間クオトアの銛
打ちはこのハープーンを使って攻撃を行なうことができない。

r リーリング・ハープーン／巻き取り銛（［武器］）F無限回
　攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋19対AC
　ヒット：2d8＋8ダメージ、さらにクオトアは目標に対して2次攻撃を行なう。
　　2次攻撃：＋17対“頑健”
　　ヒット：1d8＋6ダメージ。さらにこのクオトアは目標を3マスまで引き寄
せる。

移動アクション
スリック・マヌーヴァー／ぬるぬる移動F無限回
　必要条件：このクオトアは敵に隣接していなければならない。
　効果：このクオトアは、その敵に隣接する他のマスへ、3マスまでのシフト
を行なうことができる。

トリガー型のアクション
M スティッキー・シールド／粘つく盾F無限回
　トリガー：隣接している敵がこのクオトアに対して近接攻撃をミスする
　攻撃（即応・対応）：近接・1（トリガーを発生させた敵）；＋17対“反応”
　ヒット：トリガーとなった攻撃に用いられていた武器は目標のいるマスに落
ちる。

【筋】17（＋10）	 【敏】17（＋10）	 【判】13（＋8）
【耐】17（＋10）	 【知】13（＋8）	 【魅】15（＋9）
属性：悪	 言語：深淵語
装備：レザー・アーマー、粘ついたライト・シールド、ハープーン4本
アップデート
『Dungeon	Magazine	193』（未訳）にてアップデート。

クオトアの監督官	 レベル16　遊撃役
中型・自然・人型（水棲）	 XP1,400
hp：153；重傷値：76	 イニシアチブ：＋15
AC30；頑健27、反応28、意志26	 〈知覚〉＋15
移動速度：6、水泳6	 暗視
特徴
アクアティック／水棲
クオトアは水中で呼吸ができる。水中での戦闘においては、このクリーチャー
は（水棲）でないクリーチャーに対する攻撃ロールに＋2ボーナスを得る。

標準アクション
m スラム／叩きつけF無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋21対AC
　ヒット：3d10＋8ダメージ。

r クロスボウ（［武器］）F無限回
　攻撃：遠隔・15（クリーチャー1体）；＋21対AC
　ヒット：3d8＋8ダメージ。

M リープ・キック／跳び蹴りF無限回
　効果：クオトアの監督官は2マスまでのシフトをし、スラムを使用する。

M ライトニング・フィスト／電撃の拳（［電撃］）F遭遇毎
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋19対“反応”
　ヒット：2d10＋8［電撃］ダメージ、さらに目標は朦朧状態となる（セーヴ・
終了）。
　ミス：半減ダメージ、さらに目標は幻惑状態となる（セーヴ・終了）。

移動アクション
スリック・マヌーヴァー／ぬるぬる移動F無限回
　必要条件：クオトアの監督官は敵に隣接していなければならない。
　効果：このクオトアは、その敵に隣接する他のマスへ、3マスまでのシフト
を行なうことができる。

技能：〈軽業〉＋18、〈地下探険〉＋15
【筋】19（＋12）	 【敏】20（＋13）	 【判】15（＋10）
【耐】17（＋11）	 【知】15（＋10）	 【魅】16（＋11）
属性：悪	 言語：深淵語
装備：レザー・アーマー、クロスボウとボルト20本
アップデート
『Dungeon	Magazine	193』（未訳）にてアップデート。
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クオトアの鞭令	 レベル16　制御役（指揮）
中型・自然・人型（水棲）	 XP1,400
hp：156；重傷値：78	 イニシアチブ：＋12
AC30；頑健28、反応27、意志27	 〈知覚〉＋16
移動速度：6、水泳6	 暗視
特徴
アクアティック／水棲
クオトアは水中で呼吸ができる。水中での戦闘においては、このクリーチャー
は（水棲）でないクリーチャーに対する攻撃ロールに＋2ボーナスを得る。

標準アクション
m ピンサー・スタッフ／ハサミ杖（［武器］）F無限回
　攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋21対AC
　ヒット：2d8＋9ダメージ。さらに目標は、クオトアの鞭令の次のターン終
了時までつかまれる（脱出難易度22）。このつかみが終了するまで、クオトア
の鞭令はピンサー・スタッフを使って攻撃を行なえない。クオトアの鞭令は
1回のマイナー・アクションでつかみを終了でき、その際に目標を3マスまで
横滑りさせることができる。ただしこの横滑りの間、目標はクオトアの鞭令か
ら2マス以内にいなければならない。
　維持・標準：つかみはクオトアの鞭令の次のターン終了時まで持続し、目
標は2d8＋9ダメージを受ける。

r ライトニング・ストライク／電撃（［電撃］）F無限回
　攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋19対“反応”
　ヒット：2d8＋3［電撃］ダメージ。さらに目標はクオトアの鞭令の次のター
ンの終了時まで盲目状態となる。

A スライム・ヴォーテックス／粘液竜巻F遭遇毎
　攻撃：遠隔範囲・爆発2・20マス以内（爆発の範囲内の敵すべて）；＋
19対“頑健“
　ヒット：2d10＋7ダメージ、目標は攻撃ロールに−2のペナルティを受け（セ
ーヴ・終了）、倒れて伏せ状態となり、さらに3マス横滑りさせられる。
　ミス：半減ダメージ、目標は1マス横滑りさせられる。

移動アクション
スリック・マヌーヴァー／ぬるぬる移動F無限回
　必要条件：クオトアの監督官は敵に隣接していなければならない。
　効果：このクオトアは、その敵に隣接する他のマスへ、3マスまでのシフト
を行なうことができる。

技能：〈宗教〉＋15、〈地下探険〉＋16
【筋】17（＋11）	 【敏】18（＋12）	 【判】17（＋11）
【耐】20（＋13）	 【知】15（＋10）	 【魅】18（＋12）
属性：悪	 言語：深淵語
装備：外套、ピンサー・スタッフ、頭冠
アップデート
『Dungeon	Magazine	193』（未訳）にてアップデート。

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。
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フロスト・スパイア概観、
ワンダリング・モンスター
エルダー・ホワイト・ドラゴン	 レベル17　単独　暴れ役
超大型・自然・魔獣（ドラゴン）	 XP8000
hp：668；重傷値：334	 イニシアチブ：＋10
AC31；頑健30、反応27、意志28	 〈知覚〉＋16
移動速度：8（氷渡り）、飛行8	 暗視
抵抗：［冷気］15
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・ランページ／本能的大暴れ
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、その移動速度分だけ移動できる。この移動
の間、ドラゴンは敵の接敵面を通過することができ、“すべてのダメージに対
する抵抗5”を得る。このドラゴンがこの移動中に特定の1体の敵の接敵面
内に初めて進入するたびに、このドラゴンはその敵に対してクローを使用で
きる。この攻撃がヒットしたなら目標は倒れて伏せ状態となる。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。

サヴェジ・ブラッド／暴虐の血
　このドラゴンは重傷の時には、攻撃ロールの目が17〜20でクリティカル・ヒ
ットを与える。

標準アクション
m バイト／噛みつき（［冷気］）F無限回
　攻撃：近接・3（クリーチャー1体）；＋22対AC
　ヒット：5d12＋14［冷気］ダメージ
　ミス：1d12［冷気］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）；＋22対AC
　ヒット：3d10＋10ダメージ。

M ドラゴンズ・フューリィ／竜の怒りF無限回
　効果：このドラゴンはクローを2回使用する。

R アイシー・トゥーム／氷の墓標F再チャージ 5 6
　攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋20対“反応”
　ヒット：目標は朦朧状態となり、引き寄せも押しやりも横滑りもされることは
なくなり、継続的［冷気］ダメージ45を受ける（セーヴ・すべて終了）
　後効果：目標は減速状態となり、継続的［冷気］ダメージ20を受ける（セー
ヴ・両方とも終了）

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5（噴射の範囲内のクリーチャーすべて）；＋20対
“反応”
　ヒット：6d10＋13［冷気］ダメージ、目標は減速状態となる（セーヴ・終了）。
　ミス：半減ダメージ。

トリガー型のアクション
M テイル・スラップ／尾の打撃F無限回
　トリガー：このドラゴンが自身を挟撃しているクリーチャーからヒットを受け
る。
　攻撃（フリー・アクション）：近接・3（トリガーを発生させたクリーチャー）；
＋20対“頑健”
　ヒット：2d8＋6ダメージ、このドラゴンは目標を5マス押しやる。

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：〈運動〉＋19
【筋】22（＋14）	 【敏】14（＋10）	 【判】16（＋11）
【耐】23（＋14）	 【知】13（＋9）	 【魅】13（＋9）
属性：悪	 言語：竜語
アップデート
『Monster	Vault』（未訳）にてアップデート。

遭遇F4：氷結した浜辺
フロスト・ジャイアント：『新しいモンスター』を参照。

ウィンタークロー・アウルベア	 レベル14　精鋭　兵士役
超大型・フェイ・野獣（冷気）	 XP2000
hp：280；重傷値：140	 イニシアチブ：＋11
AC28；頑健28、反応23、意志24	 〈知覚〉＋15
移動速度：7（氷渡り）	 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 ウィンタークロー／冬の爪（［冷気］）F無限回
　攻撃：近接・3（クリーチャー1体）；＋19対AC
　ヒット：2d8＋14［冷気］ダメージ
　効果：目標はこのアウルベアの次のターン終了時まで減速状態となる。

M ダブル・アタック／2回攻撃F無限回
　効果：このアウルベアはウィンタークローを2回使用する。両方の攻撃が
同じクリーチャーにヒットしたなら、そのクリーチャーはさらに動けない状態（セ
ーヴ・終了）となる。

　後効果：目標は減速状態となる（セーヴ・終了）。
C フロスト・ウェイル／冬の叫び（［冷気］）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）；＋17対
“頑健”
　ヒット：1d10＋5［冷気］ダメージ。目標は“動けない状態”となる（セーヴ・
終了）。

【筋】24（＋14）	 【敏】14（＋9）	 【判】16（＋10）
【耐】20（＋12）	 【知】2（＋3）	 【魅】12（＋8）
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F5：警備拠点
フロスト・ジャイアントの略奪者：『新しいモンスター』を参照。

遭遇F6：氷の洞窟
フロスト・ジャイアントの略奪者：『新しいモンスター』を参照。
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遭遇F7：氷の小屋
ストームストーン・フューリィ	 レベル14　砲撃役
中型・元素・魔獣（地、風）	 XP1000
hp：113；重傷値：56	 イニシアチブ：＋12
AC26；頑健26、反応25、意志25	 〈知覚〉＋9
移動速度：6	
完全耐性：石化、［毒］、［病気］；抵抗：［雷鳴］10
標準アクション
m グラインディング・ストーンズ／すり潰す石F無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋19対AC
　ヒット：2d10＋11ダメージ。

R ハートリング・サンダーストーン／音高き雷石（［雷鳴］）F無限回
　攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）；＋21対AC
　ヒット：2d6＋6ダメージ。
　ミス：半減ダメージ。
　効果：目標が現在占めているマスのうち1つが2次攻撃の起点マスとなる。
　2次攻撃：近接範囲・爆発2（爆発の範囲内のクリーチャーすべて）；＋
17対“頑健”
　2次ヒット：1d6＋6［雷鳴］ダメージ。

マイナー・アクション
C シュラプネル・バースト／榴弾炸裂F再チャージ 5 6	
　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）；＋19対
AC
　ヒット：2d6＋6ダメージ、および2d6［雷鳴］ダメージ。そしてストームスト
ーン・フューリィは目標を2マス押しやる。

トリガー型のアクション
メルド・イントゥ・グラウンド／地面への融合（［瞬間移動］）F遭遇毎
　トリガー：このストームストーン・フューリィが初めて重傷になる。
　効果（即応・対応）：このストームストーン・フューリィは地面に潜り込み、“ゲ
ームから除外された状態”になる。このストームストーン・フューリィは自分の
次のターンの開始時に、以前の位置から10マス以内に出現する。

【筋】16（＋10）	 【敏】20（＋12）	 【判】15（＋9）
【耐】23（＋13）	 【知】6（＋5）	 【魅】20（＋12）
属性：無属性	 言語：始原語
アップデート
『Dungeon	Magazine	198』（未訳）にてアップデート。

遭遇F9：氷の鍛冶場
ファイアーブレッド・ヘル・ハウンド	 レベル17　暴れ役
大型・元素・野獣（火）	 XP1600
hp：205；重傷値：102	 イニシアチブ：＋10
AC29；頑健30、反応28、意志29	 〈知覚〉＋17
移動速度：8	
抵抗：［火］15
特徴
O ファイアー・シールド／炎の盾（［火］）Fオーラ1
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、1d10の［火］ダメージを受ける。1体のクリーチャーが1ターンに2
回以上このダメージを受けることはない。

標準アクション
m バイト／噛みつき（［火］）F無限回
　攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋22対AC
　ヒット：2d10＋14ダメージおよび1d12の［火］ダメージ

C ファイアリー・ブレス／炎の吐息F再チャージ 5 6
　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）；＋20対
“反応”
　ヒット：3d10＋15［火］ダメージ

C ファイアリー・バースト／炎の爆発（［火］）F遭遇毎
　攻撃：近接範囲・爆発1（爆発の範囲内のクリーチャーすべて）；＋20対
“反応”
　ヒット：4d10＋15［火］ダメージ

【筋】22（＋14）	 【敏】14（＋10）	 【判】19（＋12）
【耐】25（＋15）	 【知】2（＋4）	 【魅】12（＋9）
属性：無属性	 言語：——
アップデート
『Dungeon	Magazine	199』（未訳）にてアップデート。

遭遇F10：氷の塔
アイス・アルコンの雹撃手	 レベル16　砲撃役
中型・元素・人型（冷気）	 XP1400
hp：120；重傷値：60	 イニシアチブ：＋11
AC30；頑健28、反応27、意志26	 〈知覚〉＋10
移動速度：6（氷渡り）	
完全耐性：［毒］、［病気］；抵抗：［冷気］20
標準アクション
m スラム／叩きつけ（［冷気］）F無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋21対AC
　ヒット：3d6＋12［冷気］ダメージ

r アイス・シュリケン／氷のシュリケン（［冷気］）F無限回
　攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体、あるいは2体）；＋23対AC
　ヒット：2d6＋11［冷気］ダメージ。

A ヘイル・ストーム／雹の嵐（［冷気］）F再チャージ 5 6
　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）；＋23対AC
　ヒット：2d12＋11［冷気］ダメージ。
　ミス：半減ダメージ。

トリガー型のアクション
フロスト・シールド／霜の盾F遭遇毎
　トリガー：このアルコンが遠隔攻撃／近接範囲攻撃／遠隔範囲攻撃のい
ずれかで攻撃される。
　効果（即応・割込）：アイス・アルコンの雹撃手はトリガーとなった攻撃の
すべてのダメージに対し、抵抗20を得る。

【筋】18（＋12）	 【敏】16（＋11）	 【判】14（＋10）
【耐】18（＋12）	 【知】14（＋10）	 【魅】15（＋10）
属性：混沌にして悪	 言語：始原語
装備品：プレート・アーマー
アップデート
『Dungeon	Magazine	199』（未訳）にてアップデート。
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遭遇F11：氷原の狩人たち
ルモアハズ	 レベル21　精鋭　暴れ役
超大型・元素・野獣	 XP6400
hp：480；重傷値：240	 イニシアチブ：＋18
AC33；頑健28、反応30、意志27	 〈知覚〉＋15
移動速度：6、穴掘り4（トンネル掘り）	 夜目
抵抗：［火］15
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント1
特徴
O ブリスタリング・ヒート／焼け付く熱気（［火］）Fオーラ2
このオーラの範囲内でターンを開始したすべてのクリーチャーは［火］ダメージ
10を受ける。

標準アクション
m バイト／噛みつきF無限回
　攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋26対AC
　ヒット：3d12＋17ダメージ、さらにルモアハズは目標をつかむ（脱出難易
度26）。目標を掴んでいる間、ルモアハズがバイトを行なえるのはその目標
に対してのみである。

C イモレイティング・カラペイス／灼熱の甲鱗（［火］）F再チャージ 6
　攻撃：近接範囲・爆発1（爆発の範囲内のクリーチャーすべて）；＋24対
“反応”
　ヒット：4d10＋15［火］ダメージ。さらに目標は、ルモアハズに隣接してい
ない場所で自分のターンを終了するまでの間、継続的［火］ダメージ15を受
け続ける。

M トランプル／蹂躙F無限回
　効果：ルモアハズは自分の移動速度ぶんの移動を行ない、この移動の途
中で敵の接敵面を通過して移動できる。敵の接敵面に入ったなら、その敵
に対して以下の攻撃を行なう（同じ敵を2回以上攻撃することはできない）。
　攻撃：近接・0（接敵面にいる敵）；＋24対“反応”
　ヒット：2d12＋15ダメージ、目標は倒れて伏せ状態になる。

マイナー・アクション
M スワロウ／飲み込み（［火］）F無限回
　攻撃：近接・2（ルモアハズにつかまれているクリーチャー1体）；＋24対“頑
健”
　ヒット：“つかみ”は終了し、目標は飲み込まれる（脱出難易度26）。飲み
込まれた目標は接敵面を持たず、ルモアハズおよび飲み込まれた他のクリー
チャー以外の対象には視線も効果線も通せない。また、同じルモアハズに飲
み込まれているクリーチャー以外、いかなるものも飲み込まれた目標に対して
は視線も効果線も通らない。飲み込まれている目標がルモアハズに対し、
	敵以外のクリーチャーをも目標にする近接範囲、あるいは遠隔範囲攻撃を
使用した場合、その攻撃はルモアハズに飲み込まれている他のすべてのクリ
ーチャーを目標にする。飲み込まれている間、目標は自分のターンの終了時
に15ダメージ、および［火］ダメージ20を受ける。この効果が終了した時、あ
るいはルモアハズのヒット・ポイントが0になった時、目標はルモアハズに隣接
した目標自身が選んだマス目に出現する。

トリガー型のアクション
エンレイジド・ヒート／怒り狂う熱気（［火］）F無限回
　トリガー：このルモアハズが重傷の間に、このルモアハズに近接攻撃がヒッ
トする。
　効果（即応・対応）：近接・1（トリガーとなった敵）；10［火］ダメージ

【筋】23（＋16）	 【敏】26（＋18）	 【判】21（＋15）
【耐】20（＋15）	 【知】5（＋7）	 【魅】10（＋10）
属性：無属性	 言語：——
アップデート
『Dungeon	Magazine	199』（未訳）にてアップデート。

遭遇F12：鍵の作成
フロスト・タイタン	 レベル20　精鋭　暴れ役
超大型・元素・人型（ジャイアント、冷気）	 XP5600
hp：466；重傷値：233	 イニシアチブ：＋14
AC32；頑健34、反応29、意志33	 〈知覚〉＋16
移動速度：8（氷渡り）	
完全耐性：［冷気］
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント1
特徴
O ウィンターズ・ブレス／冬の吐息（［冷気］）Fオーラ2
このオーラの範囲内は敵にとって“移動困難な地形”である。さらにこのオー
ラの範囲内でターンを開始した敵はみな、［冷気］ダメージ5を受ける。

アイスバウンド・フッティング／凍結の踏ん張り
何らかの効果によって押しやり、引き寄せ、横滑りさせられる時、このタイタン
は実際に移動させられるマスの数を、その効果の定める本来の数値よりも4
マス少なくすることができる。また、倒れて伏せ状態とする攻撃を受けたとき
には、これを避けるためにセーヴィング・スローを行なうことができ、成功す
れば倒れずにすむ。

メルティング・フレッシュ／溶け落ちる肉体
［火］ダメージを受けたとき、このタイタンは次の自分のターン終了時までACに
−2のペナルティを受ける。

標準アクション
m アイシー・グレートアックス／凍てつくグレートアックス（［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：4d8＋7［冷気］ダメージ、さらに継続的［冷気］ダメージ10（セーヴ・
終了）。クリティカル・ヒットの際には4d8＋39［冷気］ダメージ、さらに継続
的［冷気］ダメージ10（セーヴ・終了）。

C ブラスト・オヴ・ウィンター／冬の突風（［冷気］）F遭遇毎
　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
“反応”
　ヒット：3d12＋12ダメージ、さらに継続的［冷気］ダメージ10（セーヴ・終
了）。目標はこのタイタンの次のターン終了時まで動けない状態となる。
　ミス：半減ダメージ。

マイナー・アクション
M コールドブラッデッド・キック／冷血蹴りF無限回（1ラウンドに1回まで）
　攻撃：近接・3（クリーチャー1体）；＋23対“反応”
　ヒット：4d10＋8ダメージ。このフロスト・タイタンは目標を2マスまで押し
やり、倒して伏せ状態にする。

トリガー型のアクション
フューリアス・スワイプ／怒りの猛撃F無限回
　トリガー：このタイタンが最初に重傷になる、あるいはヒット・ポイントが0
になった時。
　効果（即応・割込）：このタイタンはアイシー・グレートアックスを使用する。
技能：〈運動〉＋24
【筋】28（＋19）	 【敏】19（＋14）	 【判】23（＋16）
【耐】23（＋16）	 【知】10（＋10）	 【魅】16（＋13）
属性：悪	 言語：巨人語、始原語
装備：グレートアックス
アップデート
『Monster	Vault』（未訳）にてアップデート。
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フレイムフォール・タワーの警邏隊
ファイアー・ジャイアント：『新しいモンスター』を参照。
ファイアーブレッド・ヘル・ハウンド：『遭遇F9：氷の鍛冶場』を参照。

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。

遭遇G1：ポータルのある張り出し台
ファイアー・ジャイアント：『新しいモンスター』を参照。
ファイアー・ジャイアントの “炎の呼び手”：『フレイムフォール・タ
ワーの警邏隊』を参照。

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。

遭遇G4：元素溶鉱炉
ファイアー・ジャイアントの “焔の潰し屋”：『新しいモンスター』を参
照。

遭遇G5：召喚の間
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。

遭遇G8：偽のレリック
ファイアー・ジャイアント：『新しいモンスター』を参照。

遭遇G9：貯蔵庫
ファイアー・ジャイアントの “焔の潰し屋”：『新しいモンスター』を参
照。
ファイアーブレッド・ヘル・ハウンド：『遭遇F9：氷の鍛冶場』を参照。
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遭遇G11：キング・スナールの成果
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
　攻撃：近接・3（クリーチャー1体）；＋26対AC
　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。

遭遇P1：ピラノス解縛
アース・タイタン：『遭遇E7：アースタイタンの洞窟』を参照。

アース・アルコンの地鳴り戦士	 レベル17　暴れ役
中型・元素・人型（地）	 XP1600
hp：204；重傷値：102	 イニシアチブ：＋12
AC29；頑健31、反応28、意志29	 〈知覚〉＋13
移動速度：6（地渡り）	 振動感知20
完全耐性：石化、［毒］、［病気］
特徴
サンダリング・マイト／地鳴りの力（［雷鳴］）
自身が2体以上の敵と隣接しているなら、アース・アルコンの地鳴り戦士の攻
撃は2d8の追加［雷鳴］ダメージを与える。

標準アクション
m ストーン・ウォーハンマー／石のウォーハンマー（［武器］）F無限回
　攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋22対AC
　ヒット：3d10＋15ダメージ。

C アヴァランチ・ストライク／岩なだれF無限回
　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）；＋20対
“反応”
　ヒット：1d10＋12ダメージ、目標は倒れて伏せ状態になる。

【筋】24（＋15）	 【敏】18（＋12）	 【判】21（＋13）
【耐】24（＋15）	 【知】15（＋10）	 【魅】17（＋11）
属性：混沌にして悪	 言語：始原語
装備：ウォーハンマー
アップデート
『Dungeon	Magazine	200』（未訳）にてアップデート。

遭遇P2：凍れる恐怖
フロスト・タイタン：『遭遇F12：鍵の作成』を参照。

遭遇P3：世界を揺るがす者
ファイアー・タイタン：『遭遇G11：キング・スナールの成果』を参照。


