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イントロダクション
「訪問者を消せ」は、ダンジョンズ＆ドラゴンズ第４版の � レ

ベル・キャラクター 4 ～ 6 人向けの遭遇である。これは「ねじれ
た迷宮」（『ダンジョンズ＆ドラゴンズ第４版 スターター・セット』
収録）の面白いひとつの結末として役に立つし、単に君自身のキャ
ンペーンに自由に組み込んでもよい。

この遭遇は、プレイヤーとして R.A. サルバトーレ (「ダークエ
ルフ物語」のドリッズト・ドゥアーデンの生みの親 )、エド・グリー
ンウッド（D&D 公式世界のひとつ “ フォーゴトン・レルム ®” 世界
の創造者）、ラリー・エルモア（高名なファンタジー・イラストレー
ター。）を迎えるために製作されたものだ。

本書には実際の遭遇に加え、第４版スターター・セットのルー
ルとガイドラインに沿って作成された、PC ４体のデータを収録し
ている。ヒューマンのクレリック、ドワーフのファイター、ハーフ
リングのローグ、エルフのウィザード。このキャラクターシートの
複製は、一般家庭における個人的なゲームプレイに限り許可される。

“ 赤箱 ”
君が、「ダンジョンズ＆ドラゴンズ」というゲームがはじめてか、

なにかしらの理由で何年も遊んでいないのなら、『ダンジョンズ＆
ドラゴンズ第４版 スターター・セット』（“ 赤箱 ” という愛称で知
られる）こそは、まさに君のためのものだ。アップデートされた “ 赤
箱 ” は、�010 年 9 月にお店に並ぶ（訳注：英語版は予定通り発売
された。日本語版は �010 年 1� 月発売）。それは 1980 年のオリ
ジナル “ 赤箱 ” を覚えているプレイヤーが、彼らの子どもたちとゲー
ムをしたり、または友人たちとのプレイ・グループを立ち上げるこ
とを考えるようなプレイヤーだけでなく、新たなプレイヤーにア
ピールするようなデザインで作られている。

新しい『ダンジョンズ＆ドラゴンズ第４版 スターター・セット』
は、オリジナル “ 赤箱 ” にならい 1� 歳以上のプレイヤーを想定して、
次の内容物から成っている。
◆ 多面体ダイス（サイコロ）一式（4 面、6 面、8 面、10 面、1� 面、

�0 面の 6 種各 1 個）
◆ 未記入のキャラクター・シート４枚（個人的利用においてのみ

複製可）
◆ 1 人で遊べる入門用ソロ・プレイ・アドベンチャーが収録され

た 3� ページの「プレイヤーの書」
◆ 1 レベルのキャラクターたち向けのアドベンチャー、� レベルへ

のレベル・アップの基本ルール、戦闘のルール、遭遇の製作の
手引き、モンスター・データを収録した 64 ページの「ダンジョ
ン・マスターの書」

◆ 折りたたまれた両面フルカラーのバトル・マップ
◆ キャラクターとモンスターの打ち抜きトークン（コマ）、パワー

とマジック・アイテムのカード

この遭遇の使い方
この遭遇を最も簡単に使う方法は「ねじれた迷宮」の結末にくっ

つけることだ。トレヴァスというドワーフの商人が持ち主である、
ある箱を取り戻すために、冒険者である PC たちはゴブリンの巣穴
に入り、戦うことになる。マラレスという邪悪な死霊術師が、護ら
れていたヒューマンのドクロを手に入れるために箱を奪わせた。こ
のドクロは死霊術の儀式の強力な焦点具になる。多くの場合、おそ
らく PC たちは探求を完遂する行程において、マラレスを倒すだろ
う。PC たちは生き残ったとして、残る課題は箱とその中身をトレ
ヴァスへ無事に届けることである。

PC たちが「ねじれた迷宮」のダンジョンを出て、立ち去ろうと

した時に「訪問者を消せ」は起こる。その時点で、プレイヤー・キャ
ラクターは２レベルになっており、彼らはトレヴァスの箱を持って
いることとする。

冒頭の、著名人たちが遊んだセッションにおいては、PC とモン
スターは「D&D ミニチュア」で表現された。これは参加者と観客
から見やすくするためで、君がおこなうプレイでは “ 赤箱 ” から必
要に応じたトークンを自由に代用することができる。

遭遇の概要
傲慢で野心的だが、マラレスはネンティア谷に潜んでいる、よ

り大きな悪の操り人形、あるいは単なる下っ端でしかない。オルク
ス（アンデッドのデーモン・プリンス）が関係しているかもしれな
いが、ここでは正確なところは明かされない。

マラレスの仕事はドクロを手に入れることだった。商人から箱
を盗んだ後、それが本物であるかどうか確認する必要があった。彼
は箱を開いてドクロを調べ始めた。そしてまもなく、ドクロを回収
してマラレスを始末するために使者が派遣された。死霊術師は明ら
かに手ごまを失ったのだ！　マラレスの主人は、ずさんな結末を
まったく好まないのである。

この闇の使者は、ちょうど PC たちがゴブリンの巣窟である洞
窟を出るところに到着する。洞窟の外の広場には、PC たちが倒し
たゴブリンの死体が散乱している。そのため PC たちは、彼ら自身
がトラブルメーカーではなく、殲滅させる敵ではない、という話で、
闇の使者を納得させることはできそうにない。

闇の使者の一団を率いているのは、マラレスの一味にしてライ
バルのひとりである野心的な死霊術師、ニンガ・マーダーグレイヴ
である。クライドという名のワーラットが護衛を勤め、操られてい
る何体ものオーク・スケルトンと、戦闘の中で悲劇的に命を落とし
たネラス帝国の騎兵のアンデッド 1 騎が、彼女に従っている。

◆ 訳注：著名人についての補足

R.A. サルバトーレ（R.A. Salvatore）：米国のベストセラー作家。「ダーク
エルフ物語」（日本語版はアスキー・メディアワークス刊）で、主人公
のダークエルフ、ドリッズトとともに D&D ユーザーに知られている。
第 4 版では、�0111 年発売が予告された D&D PC 向けオンライン RPG

「Neverwinter」にあわせ、「フォーゴトン・レルム」を舞台にドリッズ
トが活躍する三部作を執筆。すでに第 1 部『Gauntlgrym』が刊行（英語）。

エド・グリーンウッド（Ed Greenwood）：プレイグループ向けに創造し
たファンタジー世界「フォーゴトン・レルム」が TSR 社により公式の
世界の一つになり、この世界の創造主としてゲーム、小説などの創作
活動を続けてきた。第 4 版でもこの世界は 100 年の時間が進められた
時代が公式世界の 1 つとなっている。D&D 以外にも著作多数。

ラリー・エルモア（Larry Elmore）：現在「Classic D&D」と称される、日
本では『ダンジョンズ & ドラゴンズ  ベーシックルールセット』（“Red 
Box ／赤箱 ”）を始め、“ 青箱 ”“ 縁箱 ”“ 黒箱 ” と翻訳された TSR 社の
D&D 製品や、「ドラゴンランス」シリーズを含む D&D 全般のイラスト
で日本でも人気がある。『ダンジョンズ＆ドラゴンズ第４版 スターター・
セット』のパッケージ・アートは、英語版、日本語版ともに旧赤箱を
モチーフとして同じイラストが配されており、ご本人も今回の “Red 
Box” が発売された際には SNS で喜びのメッセージを発したそうだ。
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訪問者を消せ
 遭遇レベル3(755 XP) 
 セットアップ

ニンガ・マーダーグレイヴ ティーフリング、ネクロマンサー (N)
クライド ワーラット (K)
スケルトン・ライダー (R) 1 体
がたがたのオーク・スケルトン (S) 5 体
この遭遇は、『ダンジョンズ＆ドラゴンズ第４版 スターター・

セット』の箱に含まれる、折り込みポスター・マップの「モンスター
の住みか」の部分を使う。 必要な部分だけが見えるように、マッ
プを折りたたむこと。

この遭遇は挑戦的であることを意図しているため、遭遇レベル
は冒険者のレベルより高い。PC たちが回復力か一日毎パワーが残っ
ていない状態ならば、DM である君はスケルトン・ライダーを一旦
登場させないでおき、PC たちが余りにも容易に遭遇をこなしてし
まいそうならば、そのときにスケルトン・ライダーを登場させると
いうこともできる。

遭遇の開始時に読むこと：

君たちは、ゴブリンの略奪者によって奪われた宝箱を取り
戻すため、ドワーフの商人であるトレヴァスに依頼されて探
求に出た。ゴブリンをそれらの巣窟まで追跡し、一体残らず
倒したが、その巣窟の奥にはダンジョンが複雑に広がってい
ると判明した。そのダンジョンにおいて君たちは悪の死霊術
師と戦い、ヒューマンのドクロの入った箱を取り戻した。

君たちがゴブリンの巣窟を去ろうとした時、遠くで響く雷
鳴と大雨の降る音が耳に届いた。

プレイヤーたちに、かれらの PC の誰が箱を運んでいるのか、
あるいは箱とドクロを別にして誰と誰が持つのか決めてもらうこ
と。それからキャラクターごとに難易度 13 の〈知覚〉判定をさせ
ること。

PC のうち１人でも判定に成功したなら次を読むこと：

入口に近づいていくと、君たちが倒したゴブリンの死体の
上に、背を丸めた人影がいくつか見える。最も近いものは、オー
クのアニメーテッド・スケルトンだ。箱をトラヴィスに戻す
ことは、考えているより難しいのかもしれない。

もし PC の誰一人として外にいる敵を見つけられない場合は、
洞窟の奥の方ではなく、より入口に近い場所に PC を置き、両者に
イニシアチブをロールさせること。

PC の中で１人でも〈知覚〉判定に成功すれば、外にいる敵は
PC たちにすぐには気が付かず、いくらか詳しいことを調べる機会
が PC に与えられる。PC たちは〈隠密〉判定（最も近くにいる敵は〈知
覚〉判定によって対抗する）に成功することで、見られずに洞窟内
を移動することができる。洞窟が多くの影を提供するため、〈隠密〉
判定をする PC はその判定に＋ � のボーナスを得る。

気づかれずに洞窟の入口まで到達した PC は、敵の全員を見る
ことができる。

PC たちがニンガと彼女の手下を見たときに読むこと：

 雨を気にもかけずに、命を失ったゴブリンの死体を５体の
オーク・スケルトンが錆びた剣を使って刺している。いくつ
かある近くの岩の陰に、外套を着た複数の影が潜んでいる。：
剣を持つネズミ面（づら）の人型生物と、頭にかぶったフー

ドから双角が突き出している１人の女性だ。さらに向うには、
霧の中にスケルトン・ホースとその乗り手が立っている。

ニンガが PC たちに気づいたら、次を読むこと：

女性の声が雨の中に響く。「マラレスのために動いている者
ではないな。」と彼女は言う。「ドクロを持っているなら、引
き取ってやろうか？」

ニンガの任務は単純である。ドクロを手に入れ、それを彼女の
暗黒の主人に問題なく届けること。オークのスケルトンよりも悪い
処遇に陥らないために、失敗は許されない。

PC たちは、闇の使者たちを攻撃するか、あるいは彼らと会話を
してドクロを引き渡すことができる。闇の使者に見つからずにやり
過ごすという選択肢はない。PC たちがニンガと会話をするのであ
れば、次の「ニンガのロールプレイ」を参照すること。彼らの攻撃
するなら、両者にイニシアチブをロールさせること。かれらがドク
ロをニンガに提供するなら、彼女はクライドに回収するように命令
する。ドクロが一度でも彼女の所有となったなら、彼女と部隊は引
き上げる。もし PC たちがドクロをあきらめるとしたら、彼らはク
エストを完遂することはできないことになる。

想像力たくましいプレイヤーが、PC はドクロを持っていない、
あるいは本物を隠す一方で複製を引き渡すことなどで、ニンガを納
得させようと説得するかもしれない。ニンガを騙すのに、ニンガの

〈看破〉判定に対して、PC たちはそれぞれ〈はったり〉判定をしな
くてはならない。もし半分かそれ以上の人数の成功がなされれば、
ニンガはだまされる。策略の成功は、PC たちに有利な出立つをも
たらすのに十分だが、ニンガは結局は騙されていることに気づく。
闇の使者の一団は夕方までにパーティーに追いつく。戦いは最後ま
でほぼ同じ展開となるが、マップは「十字路」の部分を使うこと。

 ニンガのロールプレイ
ここには、PC たちがニンガ・マーダーグレイヴに尋ねるかもし

れない質問と彼女の回答を列記する。
貴女は誰だ？ 「ニンガ・マーダーグレイヴ。こちらはクライ

ド、わたしの従僕。」
誰が貴女を寄越したのか？「不死のデーモン・プリンス、オルクス！

　聞いたことくらいはあろう？」
なぜ、ドクロを欲しがる？「そのドクロの持つ死霊術の力は小さい

ものだ。だが他の死霊術の力と結びついたとき、侮りがたい力
となる。」

 貴女はドクロでなにを行うつもりなのか？ 「私は使者でしかない。
ドクロで何をするかは、私の主

あるじ

が考えることで、貴様らが気に
することではない。」

あなたはこれまでに、青白い月光の下で悪魔と踊ったことがある
か？「貴様らの質問は疲れる。クライド！この無能どもを殺し
ておしまい！」
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ニンガ・マーダーグレイヴ	 ネクロマンサー (N)
	 	 	 	 レベル 3	制御役		
中型・自然・ティーフリング	 	XP	150		

hp：42；重傷値：21 イニシアチブ ＋2
AC 17；頑健 13、反応 16、意志 15  〈知覚〉 ＋6
移動速度 6   夜目

［火］に対する抵抗 6 
特徴
O オーラ・オヴ・ドレッド◆オーラ1
オーラの範囲内の敵は、攻撃ロールに－2のペナルティ
標準アクション
m スタッフ（死霊術、武器）◆ 無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー 1体）；＋8 対 AC（目標が重傷なら＋

9）
ヒット：1d8＋2 ダメージ、さらに5［死霊］ダメージ
R グラスプ・オヴ・アースン・グレイヴ ◆ 無限回
攻撃：遠隔・5（その地面に立っているクリーチャー１体）；＋7 

対 反応（目標が重傷なら＋8）
ヒット：目標は動けない状態となる（セーヴ・終了）
セーヴの失敗：目標は1d6＋3［死霊］ダメージ
トリガー・アクション
エライズ！◆ 無限回
トリガー：ニンガの5マス以内にいる味方のアンデッドの雑魚が、

hp0以下になったとき。このアンデッドの雑魚はニンガより
高いレベルではならない。

効果（即応・対応）：目標のアンデッドの雑魚は、次のターンの開
始時にhp1となり、フリー・アクションで自身の足で立ち上
がる。

インファーナル・ラス［火］◆ 遭遇毎
トリガー：ニンガから10マス以内にいる敵が彼女にヒットを与え

たとき。
効果（フリー・アクション）：トリガーとなった敵に1d6＋5［火］ダ

メージ
技能：〈魔法学〉＋10、〈はったり〉＋11、〈看破〉＋6、〈隠密〉＋9

【筋】 12 (+2)  【敏】 13 (+2)  【判】 11 (+1)
【耐】 10 (+1)  【知】 18 (+5)  【魅】 16 (+4)

属性：悪 言語：共通語
装備：スタッフ

クライド、ワーラット (W)		 レベル 3	遊撃役
中型・自然・人型生物（変身生物）	 XP	150

hp：37；重傷値：18 　　　イニシアチブ＋7
AC 17；頑健 14、反応 13、意志12 　　　　　   〈知覚〉 ＋7
移動速度：6、登攀 4（ラット形態、あるいは中間形態時のみ） 夜目
特徴
リジェネレーション／再生
ワーラットはターン開始時に少なくともヒット・ポイントが1ポ

イント以上あれば、hpが5回復する。もしもワーラットが銀
の武器からダメージを受けたなら、その次のターンには再生
は機能しない。

標準アクション
m ショート・ソード（［武器］）◆無限回
必要条件：ワーラットはヒューマン形態か中間形態でなければな

らない。
攻撃：近接・１（クリーチャー 1体）：＋8 対 AC
ヒット：1d6＋6ダメージ（このワーラットが目標に対して戦術的

優位を得ていたら2d6＋6ダメージ） 
m バイト／噛みつき ◆ 無限回
必要条件：ワーラットはラット形態か、あるいは中間形態でなけ

ればならない。
攻撃：近接・１（クリーチャー 1体）：＋8 対 AC
ヒット：1d4＋6ダメージ、さらにワーラットが目標に対して戦術

的優位を得ていたら、目標は継続的ダメージ5を受ける（セー
ブ・終了）。

移動アクション
ラット・スカリー／駆け抜けるネズミ◆無限回
必要条件：ワーラットはラット形態でなければならない。
効果：ワーラットは移動速度分のシフトを行なう。
マイナー・アクション
チェンジ・シェイプ／形態変化（［変身］）◆無限回

効果：ワーラットは肉体の形態を変化させ、ラット、特定のヒュー
マンの姿、または中間形態をとることができる。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
新たな形態は持続する。ヒット・ポイントが0になったなら
ヒューマン形態となる。新しい形態においてもデータは変化
せず、衣服、鎧、所持品も変化しない。

技能：〈隠密〉＋10、〈はったり〉＋6
【筋】 10 (+1)  【敏】 18 (+5)  【判】 12 (+2)
【耐】 15 (+3)   【知】 13 (+2)  【魅】 11 (+1)

属性：悪 言語：共通語
装備：ショート・ソード

スケルトン・ライダー (R)	 レベル 3	 精鋭	兵士役
大型・自然・自律体（アンデッド）	 XP	300

hp：94；重傷値：47 　　　イニシアチブ ＋6
AC 19；頑健 16、反応 15、意志 14 　　　　　　〈知覚〉 ＋3
移動速度：8   暗視
完全耐性：［毒］、［病気］；抵抗：［死霊］10；脆弱性：［光輝］5
特徴
ブリットル／もろい
スケルトン・ライダーが転倒して伏せ状態になる際には常に、5

ダメージを受ける。
標準アクション
m フーヴズ／ひづめ ◆ 無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー 1体）；＋7 対 AC
ヒット：1d8＋6ダメージ、および目標は転倒して伏せ状態となる。

もし目標がすでに伏せ状態であったら追加で5ダメージを与
える。

M デス・チャージ ◆ 無限回
効果：スケルトン・ライダーは、突撃を行い基礎攻撃をする代わ

りに以下の攻撃を行う。攻撃：近接・2（クリーチャー 1体）；
＋8 対 AC

ヒット：1d10＋7ダメージ、および根目標は伏せ状態となり、かつ
幻惑状態となる（セーブ・終了）

移動アクション
M ライド・バイ・アタック ◆ 再チャージ56
効果：スケルトン・ライダーは、移動速度まで移動する間の任意

の位置で、攻撃を行い移動を続けることができる。
攻撃：近接・2（クリーチャー 1体）；＋7 対 AC
ヒット：1d10＋10、および目標はスケルトン・ライダーの次のタ

ーンの終了までマークされる。
マイナー・アクション
マーク・オヴ・ネラス◆無限回（ラウンドに1回まで）
効果：スケルトン・ライダーから5マス以内の敵1体はマークされ

る（セーブ・終了）。
【筋】 18 (+5)  【敏】 17 (+4)  【判】 14 (+3)
【耐】 15 (+3)   【知】 5 (-2)  【魅】 5 (-2)

属性：無属性 言語：－
装備：ロングスピア、ライト・シールド

がたがたのオーク・スケルトン (S) レベル 2	 雑魚　暴れ役
中型・自然・自立体（アンデッド）		 XP	各 31	

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 
＋3

AC 14：頑健 14、反応 13、意志 11  　　〈知覚〉＋3
移動速度：6   暗視
完全耐性：［毒］、［病気］；抵抗：［死霊］10
標準アクション
m デッド・マンズ・ソード（［武器］）◆ 無限回
攻撃： 近接・1（クリーチャー 1体）；＋7 対 AC
ヒット：6ダメージ。あるいは、スケルトンに隣接する味方が1体

以上いる場合は9ダメージ。
【筋】 17 (+4)  【敏】 15 (+3)  【判】 11 (+1)
【耐】 13 (+2)  【知】 3 (-3)  【魅】 3 (-3)

属性：無属性 言語：－
装備：粗雑なソード
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スタート位置

戦術
ニンガは岩の後ろに隠れ、敵を立ちすくませるためにグラスプ・

オヴ・アースン・グレイヴ を使う。彼女は、手下の雑魚のいずれか
が hp0 以下になったときに、エライズ！ を使うことができるよう
に、雑魚から � マス以内に移動できる場所にいようとする。彼女は、
最初に彼女に傷を与えた敵にインファーナル・ラス を使用する。

クライドは、中間形態でいることを好む。彼は挟撃の位置を取っ
て戦術的優位を得ようとする。

スケルトン・ライダーとその乗騎は 1 体のクリーチャーとみな
す。その hp が 0 以下になったときには、ライダーと乗騎の両方が
崩壊して骨の山と化す。ライダーは降りて離れることができない。
ライダーの目的は、マーク・オヴ・ネラス とライド・バイ・アタッ
ク を使い、他の闇の使者が攻撃しやすくすることである。。

オークのスケルトンはどれも、同じ敵に群がってダメージを増
加させる。オーク・スケルトンは、他の敵により多くのダメージを
与えるために、おろかなことに機会攻撃を引き起こす。雑魚が戦闘
で倒された時には、マップからトークン（あるいはミニチュア）を
取り除かないこと。ニンガが隠れている場所から可能な限り早くそ
の場所へ行き、エライズ！　を使い雑魚を復元する。PC は、同じ
雑魚を繰り返し倒しても、追加で XP を得ることはない。

 

エリアの特徴
照明：明るい光
激しい雨： 洞窟の外に立っているクリーチャーは、6 マス以上離

れている敵に対して遮蔽を得る。
 塞がったトンネル：一つの大きな岩が北の出入り口をふさいでい

るが、すばやい PC は難易度 10 の〈軽業〉判定の成功によって
隙間へ入り込むことができる。

 石山：洞窟の外にある石山は 10 フィートの高さがあり、遮蔽を提
供する。乗り越えるには難易度 10 の〈運動〉判定が必要である。
石山は遮蔽を提供する。

 茂み：茂みは移動困難地形である。
 小川：小川の浅い部分は、通常の地形と考えられる。 より深い場

所はより深く、移動困難地形として扱われる。

遭遇の結末
PC たちが闇の使者を倒したら、彼らが身につけているものを探

ることができる。ニンガはドクロを運ぶために使うバッグ・オヴ・
ホールディングに真珠 3 粒（1 つ 100gp）を、クライドはポーチ
に 90gp を持っている。倒した敵を調べたあと PC は行程を続けて、
トレヴァスにドクロを返し、このクエストの報酬を得ることができ
る。



キャラクターの名前

クラス: __________________ レベル: ____________
種族: ____________________ 性別: ______________
属性: ________________________________________
言語: ________________________________________
_____________________________________________

戦闘中のアクション
戦闘中の自分のターンにおいて、君は以下の3つのアクションを行なうことができる。

  1回の標準アクション（普通は攻撃に使う）

  1回の移動アクション（普通は移動に使う）

  1回のマイナー・アクション（かんたんで時間のかからない行動）
君は1つのアクションをあきらめる代わりに、このリストでそのアクションよりも下に
書かれているアクション1つを行なうことができる。つまり、1回の標準アクションの
代わりに1回の移動アクションまたはマイナー・アクションを行なったり、1回の移動
アクションの代わりに1回のマイナーアクションを行なったりすることができる。

装備品および魔法のアイテム
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

現在のヒット・ポイント

一時的ヒット・ポイント 消費した回復力の数

メモ

この欄は君の好きに使ってよい。冒険の中で起きたことを記録したり、クエストを
メモしたり、キャラクターの背景設定や目標を書き留めたり、パーティの仲間の名
前をリストにしたり、自分のキャラクターのイラストを描いたり。

経験点（XP）

 次のレベルになるXP：  _____________

財産

パワーと特技
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

能力値と技能

 【筋力】 能力修正値  判定修正値

【筋力】は君の肉体的な強さを表す。

〈運動〉  修得済み その他  判定修正値

 【耐久力】 能力修正値  判定修正値

【耐久力】は健康、スタミナ、生命力を表す。

〈持久力〉  修得済み その他  判定修正値

 【敏捷力】 能力修正値  判定修正値

【敏捷力】は器用さ、敏捷性、平衡感覚を表す。

〈隠密〉  修得済み その他  判定修正値

〈軽業〉  修得済み その他  判定修正値

〈盗賊〉  修得済み その他  判定修正値

 【知力】 能力修正値  判定修正値

【知力】は君の学習能力と知性の高さを表す。

〈宗教〉  修得済み その他  判定修正値

〈魔法学〉  修得済み その他  判定修正値

〈歴史〉  修得済み その他  判定修正値

 【判断力】 能力修正値  判定修正値

【判断力】は常識、自制心、共感能力を表す。

〈看破〉  修得済み その他  判定修正値

〈自然〉  修得済み その他  判定修正値

〈知覚〉  修得済み その他  判定修正値

〈地下探険〉  修得済み その他  判定修正値

〈治療〉  修得済み その他  判定修正値

 【魅力】 能力修正値  判定修正値

【魅力】は人間的魅力とリーダーシップを表す。

〈威圧〉  修得済み その他  判定修正値

〈交渉〉  修得済み その他  判定修正値

〈事情通〉  修得済み その他  判定修正値

〈はったり〉  修得済み その他  判定修正値

戦闘用データ

 イニシアチブ修正値  移動速度
この値を用いてイニシアチブを 移動速度は、君が1回の
ロールし、戦闘中のターンの 移動アクションで移動できる
順番を決める。 マスの数である。

 攻撃ボーナス 武器／パワー  ダメージ

 攻撃ボーナス 武器／パワー  ダメージ

攻撃を行なう際には、1d20をロールして攻撃ボーナスを加える。その結果を
モンスターの防御値と比べて、ヒットしたかどうかを決定する。ヒットしたなら
ダメージ・ロールを行なう。

 ヒット・ポイント 重傷値 
ヒット・ポイントは、君が気絶状態になるまでにどれだけのダメージに耐えられ
るかを表す。君の重傷値は君のヒット・ポイントの半分（端数切捨て）である。

 回復力値 
 一日の回復力使用回数 

君が回復力を1回ぶん消費すると、君は自分の回復力値に等しいヒット・ポイ
ントを回復する。回復力値はヒット・ポイントの4分の1（端数切捨て）である。

防御値

 アーマー・クラス（AC）
ACは、君に物理的な攻撃を命中させるのがどのくらい難しいかを表す。

 頑健
頑健防御値は君のたくましさやしぶとさを表す。

 反応
反応防御値は攻撃をそらしたり避けたりする能力を表す。

 意志
意志防御値は意志の強さ、自制心、ゆるがぬ信仰心を表す。
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ストーム・ハンマー（無限回）

ブレッシング・オヴ・ラス（無限回）

ヒーリング・ワード（� 回 / 遭遇）

エコーズ・オヴ・サンダー（遭遇毎）

ストーム・サージ（遭遇毎）

レヴィ・オヴ・ジャッジメント（遭遇毎）

《移動時の守り》（特技）

《しぶとさ》（特技）

種族的特徴：

　ヒューマン・ヴァーサティリティ（遭遇毎）

�00 gp

チェインメイル・アーマー

ヘビー・シールド

メイス

ホーリー・シンボル・オヴ・コード［装具］

ポーション・オヴ・ヒーリング

携帯用寝具

ベルトポーチ

背負い袋

クレリック　　　　　　　　　�

ヒューマン

共通語、竜語

君は、嵐と戦いの神コードを信仰している。
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【敏捷力】は器用さ、敏捷性、平衡感覚を表す。

〈隠密〉  修得済み その他  判定修正値

〈軽業〉  修得済み その他  判定修正値

〈盗賊〉  修得済み その他  判定修正値

 【知力】 能力修正値  判定修正値

【知力】は君の学習能力と知性の高さを表す。

〈宗教〉  修得済み その他  判定修正値

〈魔法学〉  修得済み その他  判定修正値

〈歴史〉  修得済み その他  判定修正値

 【判断力】 能力修正値  判定修正値

【判断力】は常識、自制心、共感能力を表す。

〈看破〉  修得済み その他  判定修正値

〈自然〉  修得済み その他  判定修正値

〈知覚〉  修得済み その他  判定修正値

〈地下探険〉  修得済み その他  判定修正値

〈治療〉  修得済み その他  判定修正値

 【魅力】 能力修正値  判定修正値

【魅力】は人間的魅力とリーダーシップを表す。

〈威圧〉  修得済み その他  判定修正値

〈交渉〉  修得済み その他  判定修正値

〈事情通〉  修得済み その他  判定修正値

〈はったり〉  修得済み その他  判定修正値

戦闘用データ

 イニシアチブ修正値  移動速度
この値を用いてイニシアチブを 移動速度は、君が1回の
ロールし、戦闘中のターンの 移動アクションで移動できる
順番を決める。 マスの数である。

 攻撃ボーナス 武器／パワー  ダメージ

 攻撃ボーナス 武器／パワー  ダメージ

攻撃を行なう際には、1d20をロールして攻撃ボーナスを加える。その結果を
モンスターの防御値と比べて、ヒットしたかどうかを決定する。ヒットしたなら
ダメージ・ロールを行なう。

 ヒット・ポイント 重傷値 
ヒット・ポイントは、君が気絶状態になるまでにどれだけのダメージに耐えられ
るかを表す。君の重傷値は君のヒット・ポイントの半分（端数切捨て）である。

 回復力値 
 一日の回復力使用回数 

君が回復力を1回ぶん消費すると、君は自分の回復力値に等しいヒット・ポイ
ントを回復する。回復力値はヒット・ポイントの4分の1（端数切捨て）である。

防御値

 アーマー・クラス（AC）
ACは、君に物理的な攻撃を命中させるのがどのくらい難しいかを表す。

 頑健
頑健防御値は君のたくましさやしぶとさを表す。

 反応
反応防御値は攻撃をそらしたり避けたりする能力を表す。

 意志
意志防御値は意志の強さ、自制心、ゆるがぬ信仰心を表す。
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キャラクターの名前

クラス: __________________ レベル: ____________
種族: ____________________ 性別: ______________
属性: ________________________________________
言語: ________________________________________
_____________________________________________

戦闘中のアクション
戦闘中の自分のターンにおいて、君は以下の3つのアクションを行なうことができる。

  1回の標準アクション（普通は攻撃に使う）

  1回の移動アクション（普通は移動に使う）

  1回のマイナー・アクション（かんたんで時間のかからない行動）
君は1つのアクションをあきらめる代わりに、このリストでそのアクションよりも下に
書かれているアクション1つを行なうことができる。つまり、1回の標準アクションの
代わりに1回の移動アクションまたはマイナー・アクションを行なったり、1回の移動
アクションの代わりに1回のマイナーアクションを行なったりすることができる。

装備品および魔法のアイテム
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

現在のヒット・ポイント

一時的ヒット・ポイント 消費した回復力の数

メモ

この欄は君の好きに使ってよい。冒険の中で起きたことを記録したり、クエストを
メモしたり、キャラクターの背景設定や目標を書き留めたり、パーティの仲間の名
前をリストにしたり、自分のキャラクターのイラストを描いたり。

経験点（XP）

 次のレベルになるXP：  _____________

財産
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_________________________________________
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_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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 【筋力】 能力修正値  判定修正値
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〈盗賊〉  修得済み その他  判定修正値

 【知力】 能力修正値  判定修正値

【知力】は君の学習能力と知性の高さを表す。

〈宗教〉  修得済み その他  判定修正値
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【判断力】は常識、自制心、共感能力を表す。

〈看破〉  修得済み その他  判定修正値

〈自然〉  修得済み その他  判定修正値

〈知覚〉  修得済み その他  判定修正値

〈地下探険〉  修得済み その他  判定修正値

〈治療〉  修得済み その他  判定修正値

 【魅力】 能力修正値  判定修正値

【魅力】は人間的魅力とリーダーシップを表す。

〈威圧〉  修得済み その他  判定修正値

〈交渉〉  修得済み その他  判定修正値

〈事情通〉  修得済み その他  判定修正値

〈はったり〉  修得済み その他  判定修正値

戦闘用データ

 イニシアチブ修正値  移動速度
この値を用いてイニシアチブを 移動速度は、君が1回の
ロールし、戦闘中のターンの 移動アクションで移動できる
順番を決める。 マスの数である。

 攻撃ボーナス 武器／パワー  ダメージ

 攻撃ボーナス 武器／パワー  ダメージ

攻撃を行なう際には、1d20をロールして攻撃ボーナスを加える。その結果を
モンスターの防御値と比べて、ヒットしたかどうかを決定する。ヒットしたなら
ダメージ・ロールを行なう。

 ヒット・ポイント 重傷値 
ヒット・ポイントは、君が気絶状態になるまでにどれだけのダメージに耐えられ
るかを表す。君の重傷値は君のヒット・ポイントの半分（端数切捨て）である。

 回復力値 
 一日の回復力使用回数 

君が回復力を1回ぶん消費すると、君は自分の回復力値に等しいヒット・ポイ
ントを回復する。回復力値はヒット・ポイントの4分の1（端数切捨て）である。

防御値

 アーマー・クラス（AC）
ACは、君に物理的な攻撃を命中させるのがどのくらい難しいかを表す。

 頑健
頑健防御値は君のたくましさやしぶとさを表す。

 反応
反応防御値は攻撃をそらしたり避けたりする能力を表す。

 意志
意志防御値は意志の強さ、自制心、ゆるがぬ信仰心を表す。
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キャラクターの名前

クラス: __________________ レベル: ____________
種族: ____________________ 性別: ______________
属性: ________________________________________
言語: ________________________________________
_____________________________________________

戦闘中のアクション
戦闘中の自分のターンにおいて、君は以下の3つのアクションを行なうことができる。

  1回の標準アクション（普通は攻撃に使う）

  1回の移動アクション（普通は移動に使う）

  1回のマイナー・アクション（かんたんで時間のかからない行動）
君は1つのアクションをあきらめる代わりに、このリストでそのアクションよりも下に
書かれているアクション1つを行なうことができる。つまり、1回の標準アクションの
代わりに1回の移動アクションまたはマイナー・アクションを行なったり、1回の移動
アクションの代わりに1回のマイナーアクションを行なったりすることができる。

装備品および魔法のアイテム
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

現在のヒット・ポイント

一時的ヒット・ポイント 消費した回復力の数

メモ

この欄は君の好きに使ってよい。冒険の中で起きたことを記録したり、クエストを
メモしたり、キャラクターの背景設定や目標を書き留めたり、パーティの仲間の名
前をリストにしたり、自分のキャラクターのイラストを描いたり。

経験点（XP）

 次のレベルになるXP：  _____________

財産

パワーと特技
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

能力値と技能

 【筋力】 能力修正値  判定修正値

【筋力】は君の肉体的な強さを表す。

〈運動〉  修得済み その他  判定修正値

 【耐久力】 能力修正値  判定修正値

【耐久力】は健康、スタミナ、生命力を表す。

〈持久力〉  修得済み その他  判定修正値

 【敏捷力】 能力修正値  判定修正値

【敏捷力】は器用さ、敏捷性、平衡感覚を表す。

〈隠密〉  修得済み その他  判定修正値

〈軽業〉  修得済み その他  判定修正値

〈盗賊〉  修得済み その他  判定修正値

 【知力】 能力修正値  判定修正値

【知力】は君の学習能力と知性の高さを表す。

〈宗教〉  修得済み その他  判定修正値

〈魔法学〉  修得済み その他  判定修正値

〈歴史〉  修得済み その他  判定修正値

 【判断力】 能力修正値  判定修正値

【判断力】は常識、自制心、共感能力を表す。

〈看破〉  修得済み その他  判定修正値

〈自然〉  修得済み その他  判定修正値

〈知覚〉  修得済み その他  判定修正値

〈地下探険〉  修得済み その他  判定修正値

〈治療〉  修得済み その他  判定修正値

 【魅力】 能力修正値  判定修正値

【魅力】は人間的魅力とリーダーシップを表す。

〈威圧〉  修得済み その他  判定修正値

〈交渉〉  修得済み その他  判定修正値

〈事情通〉  修得済み その他  判定修正値

〈はったり〉  修得済み その他  判定修正値

戦闘用データ

 イニシアチブ修正値  移動速度
この値を用いてイニシアチブを 移動速度は、君が1回の
ロールし、戦闘中のターンの 移動アクションで移動できる
順番を決める。 マスの数である。

 攻撃ボーナス 武器／パワー  ダメージ

 攻撃ボーナス 武器／パワー  ダメージ

攻撃を行なう際には、1d20をロールして攻撃ボーナスを加える。その結果を
モンスターの防御値と比べて、ヒットしたかどうかを決定する。ヒットしたなら
ダメージ・ロールを行なう。

 ヒット・ポイント 重傷値 
ヒット・ポイントは、君が気絶状態になるまでにどれだけのダメージに耐えられ
るかを表す。君の重傷値は君のヒット・ポイントの半分（端数切捨て）である。

 回復力値 
 一日の回復力使用回数 

君が回復力を1回ぶん消費すると、君は自分の回復力値に等しいヒット・ポイ
ントを回復する。回復力値はヒット・ポイントの4分の1（端数切捨て）である。

防御値

 アーマー・クラス（AC）
ACは、君に物理的な攻撃を命中させるのがどのくらい難しいかを表す。

 頑健
頑健防御値は君のたくましさやしぶとさを表す。

 反応
反応防御値は攻撃をそらしたり避けたりする能力を表す。

 意志
意志防御値は意志の強さ、自制心、ゆるがぬ信仰心を表す。
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るかを表す。君の重傷値は君のヒット・ポイントの半分（端数切捨て）である。
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ACは、君に物理的な攻撃を命中させるのがどのくらい難しいかを表す。

 頑健
頑健防御値は君のたくましさやしぶとさを表す。

 反応
反応防御値は攻撃をそらしたり避けたりする能力を表す。

 意志
意志防御値は意志の強さ、自制心、ゆるがぬ信仰心を表す。
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1d4+6ダガー

16

8
7

ディフェンシヴ・ストライク（無限回）

デフト・ストライク（無限回）

アクロバティック・マヌーヴァー（無限回）

ニンブル・ポジショニング（無限回）

バックスタブ（遭遇毎）

タンブル（遭遇毎）

急所攻撃（+�d6 ダメージ）

先制攻撃（特技）

種族的特徴：

　ニンブル・リアクション

　セカンド・チャンス

80 gp

ターコイズ（宝石・100gp 相当）

＋ 1 ダークリーフ・レザー・アーマー

ダガー

背負い袋

盗賊道具

携帯用寝具

ベルトポーチ

ロープ �0 フィート

水袋

ローグ　　　　　　　　　　　�

ハーフリング

共通語、ゴブリン語

1,000

�,��0



キャラクターの名前

クラス: __________________ レベル: ____________
種族: ____________________ 性別: ______________
属性: ________________________________________
言語: ________________________________________
_____________________________________________

戦闘中のアクション
戦闘中の自分のターンにおいて、君は以下の3つのアクションを行なうことができる。

  1回の標準アクション（普通は攻撃に使う）

  1回の移動アクション（普通は移動に使う）

  1回のマイナー・アクション（かんたんで時間のかからない行動）
君は1つのアクションをあきらめる代わりに、このリストでそのアクションよりも下に
書かれているアクション1つを行なうことができる。つまり、1回の標準アクションの
代わりに1回の移動アクションまたはマイナー・アクションを行なったり、1回の移動
アクションの代わりに1回のマイナーアクションを行なったりすることができる。

装備品および魔法のアイテム
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

現在のヒット・ポイント

一時的ヒット・ポイント 消費した回復力の数

メモ

この欄は君の好きに使ってよい。冒険の中で起きたことを記録したり、クエストを
メモしたり、キャラクターの背景設定や目標を書き留めたり、パーティの仲間の名
前をリストにしたり、自分のキャラクターのイラストを描いたり。

経験点（XP）

 次のレベルになるXP：  _____________

財産

パワーと特技
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

能力値と技能

 【筋力】 能力修正値  判定修正値

【筋力】は君の肉体的な強さを表す。

〈運動〉  修得済み その他  判定修正値

 【耐久力】 能力修正値  判定修正値

【耐久力】は健康、スタミナ、生命力を表す。

〈持久力〉  修得済み その他  判定修正値

 【敏捷力】 能力修正値  判定修正値

【敏捷力】は器用さ、敏捷性、平衡感覚を表す。

〈隠密〉  修得済み その他  判定修正値

〈軽業〉  修得済み その他  判定修正値

〈盗賊〉  修得済み その他  判定修正値

 【知力】 能力修正値  判定修正値

【知力】は君の学習能力と知性の高さを表す。

〈宗教〉  修得済み その他  判定修正値

〈魔法学〉  修得済み その他  判定修正値

〈歴史〉  修得済み その他  判定修正値

 【判断力】 能力修正値  判定修正値

【判断力】は常識、自制心、共感能力を表す。

〈看破〉  修得済み その他  判定修正値

〈自然〉  修得済み その他  判定修正値

〈知覚〉  修得済み その他  判定修正値

〈地下探険〉  修得済み その他  判定修正値

〈治療〉  修得済み その他  判定修正値

 【魅力】 能力修正値  判定修正値

【魅力】は人間的魅力とリーダーシップを表す。

〈威圧〉  修得済み その他  判定修正値

〈交渉〉  修得済み その他  判定修正値

〈事情通〉  修得済み その他  判定修正値

〈はったり〉  修得済み その他  判定修正値

戦闘用データ

 イニシアチブ修正値  移動速度
この値を用いてイニシアチブを 移動速度は、君が1回の
ロールし、戦闘中のターンの 移動アクションで移動できる
順番を決める。 マスの数である。

 攻撃ボーナス 武器／パワー  ダメージ

 攻撃ボーナス 武器／パワー  ダメージ

攻撃を行なう際には、1d20をロールして攻撃ボーナスを加える。その結果を
モンスターの防御値と比べて、ヒットしたかどうかを決定する。ヒットしたなら
ダメージ・ロールを行なう。

 ヒット・ポイント 重傷値 
ヒット・ポイントは、君が気絶状態になるまでにどれだけのダメージに耐えられ
るかを表す。君の重傷値は君のヒット・ポイントの半分（端数切捨て）である。

 回復力値 
 一日の回復力使用回数 

君が回復力を1回ぶん消費すると、君は自分の回復力値に等しいヒット・ポイ
ントを回復する。回復力値はヒット・ポイントの4分の1（端数切捨て）である。

防御値

 アーマー・クラス（AC）
ACは、君に物理的な攻撃を命中させるのがどのくらい難しいかを表す。

 頑健
頑健防御値は君のたくましさやしぶとさを表す。

 反応
反応防御値は攻撃をそらしたり避けたりする能力を表す。

 意志
意志防御値は意志の強さ、自制心、ゆるがぬ信仰心を表す。
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キャラクターの名前

クラス: __________________ レベル: ____________
種族: ____________________ 性別: ______________
属性: ________________________________________
言語: ________________________________________
_____________________________________________

戦闘中のアクション
戦闘中の自分のターンにおいて、君は以下の3つのアクションを行なうことができる。

  1回の標準アクション（普通は攻撃に使う）

  1回の移動アクション（普通は移動に使う）

  1回のマイナー・アクション（かんたんで時間のかからない行動）
君は1つのアクションをあきらめる代わりに、このリストでそのアクションよりも下に
書かれているアクション1つを行なうことができる。つまり、1回の標準アクションの
代わりに1回の移動アクションまたはマイナー・アクションを行なったり、1回の移動
アクションの代わりに1回のマイナーアクションを行なったりすることができる。

装備品および魔法のアイテム
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

現在のヒット・ポイント

一時的ヒット・ポイント 消費した回復力の数

メモ

この欄は君の好きに使ってよい。冒険の中で起きたことを記録したり、クエストを
メモしたり、キャラクターの背景設定や目標を書き留めたり、パーティの仲間の名
前をリストにしたり、自分のキャラクターのイラストを描いたり。

経験点（XP）

 次のレベルになるXP：  _____________

財産

パワーと特技
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

能力値と技能

 【筋力】 能力修正値  判定修正値

【筋力】は君の肉体的な強さを表す。

〈運動〉  修得済み その他  判定修正値

 【耐久力】 能力修正値  判定修正値

【耐久力】は健康、スタミナ、生命力を表す。

〈持久力〉  修得済み その他  判定修正値

 【敏捷力】 能力修正値  判定修正値

【敏捷力】は器用さ、敏捷性、平衡感覚を表す。

〈隠密〉  修得済み その他  判定修正値

〈軽業〉  修得済み その他  判定修正値

〈盗賊〉  修得済み その他  判定修正値

 【知力】 能力修正値  判定修正値

【知力】は君の学習能力と知性の高さを表す。

〈宗教〉  修得済み その他  判定修正値

〈魔法学〉  修得済み その他  判定修正値

〈歴史〉  修得済み その他  判定修正値

 【判断力】 能力修正値  判定修正値

【判断力】は常識、自制心、共感能力を表す。

〈看破〉  修得済み その他  判定修正値

〈自然〉  修得済み その他  判定修正値

〈知覚〉  修得済み その他  判定修正値

〈地下探険〉  修得済み その他  判定修正値

〈治療〉  修得済み その他  判定修正値

 【魅力】 能力修正値  判定修正値

【魅力】は人間的魅力とリーダーシップを表す。

〈威圧〉  修得済み その他  判定修正値

〈交渉〉  修得済み その他  判定修正値

〈事情通〉  修得済み その他  判定修正値

〈はったり〉  修得済み その他  判定修正値

戦闘用データ

 イニシアチブ修正値  移動速度
この値を用いてイニシアチブを 移動速度は、君が1回の
ロールし、戦闘中のターンの 移動アクションで移動できる
順番を決める。 マスの数である。

 攻撃ボーナス 武器／パワー  ダメージ

 攻撃ボーナス 武器／パワー  ダメージ

攻撃を行なう際には、1d20をロールして攻撃ボーナスを加える。その結果を
モンスターの防御値と比べて、ヒットしたかどうかを決定する。ヒットしたなら
ダメージ・ロールを行なう。

 ヒット・ポイント 重傷値 
ヒット・ポイントは、君が気絶状態になるまでにどれだけのダメージに耐えられ
るかを表す。君の重傷値は君のヒット・ポイントの半分（端数切捨て）である。

 回復力値 
 一日の回復力使用回数 

君が回復力を1回ぶん消費すると、君は自分の回復力値に等しいヒット・ポイ
ントを回復する。回復力値はヒット・ポイントの4分の1（端数切捨て）である。

防御値

 アーマー・クラス（AC）
ACは、君に物理的な攻撃を命中させるのがどのくらい難しいかを表す。

 頑健
頑健防御値は君のたくましさやしぶとさを表す。

 反応
反応防御値は攻撃をそらしたり避けたりする能力を表す。

 意志
意志防御値は意志の強さ、自制心、ゆるがぬ信仰心を表す。
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自動
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[さまざま]

6[ 力場 ]

呪文

マジック・ミサイル

13

6
7

フリージング・バースト（無限回）

ファンタズマル・フォース（無限回）

マジック・ミサイル（無限回）

バーニング・ハンズ（遭遇毎）

シールド（遭遇毎）

スペクトラル・イメージ（遭遇毎）

スライミィ・トランスミューテーション（1 日毎）

《なんでも屋》（特技）

種族的特長：

　エルヴン・アキュラシィ（遭遇毎）

　集団警戒

　荒地渡り

180 gp

クロース・アーマー

＋ 1 マジック・スタッフ

背負い袋

携帯用寝具

ロープ �0 フィート

ベルトポーチ

陽光棒 � 本

水袋

ウィザード　　　　　　　　　�

エルフ

共通語、エルフ語

1,000

�,��0


