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対象年齢
12歳以上

モンスター・データ・ブロック

マット・サーネット＆クリス・シムズ

殺戮のバルダーズ・ゲート
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D&D第4版用データ・ブロック
アブデル・エイドリアン	 レベル 3　兵士役
中型・自然・人型、ヒューマン	 XP150
hp：47；重傷値：23	 イニシアチブ：＋5
AC19；頑健16、反応15、意志14	 〈知覚〉＋6
移動速度：5
標準アクション
M フィスト／拳F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d6＋4ダメージ、アブデルは次の自分のターンの終了時まで目標をマ
ークする。

M パワフル・ストライク／力強い打撃（［武器］）F遭遇毎
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：2d6＋5ダメージ、目標は伏せ状態になる。
技能：〈交渉〉＋7
【筋】	16（＋4）	 【敏】	14（＋3）	 【判】	11（＋1）
【耐】	15（＋3）	 【知】	10（＋1）	 【魅】	12（＋2）
属性：無属性	 言語：共通語
装備：プレート・アーマー

アルダー・レイヴンガード	 レベル 6　精鋭　兵士役（指揮）
中型・自然・人型、ヒューマン	 XP500
hp：140；重傷値：70	 イニシアチブ：＋7
AC22；頑健19、反応17、意志18	 〈知覚〉＋8
移動速度：5
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント：1
特徴
O ナイツ・オーラ／騎士のオーラFオーラ1
自分の意志でこのオーラの範囲を離れた、マークされた状態でない敵は、レイ
ヴンガードからの機会攻撃を誘発する。

標準アクション
m バスタード・ソード（［武器］）F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋11対AC
ヒット：2d10＋4ダメージ。

M ダブル・アタック／2回攻撃F無限回
効果：バスタード・ソードを2回使用する。

マイナー・アクション
M シールド・シャヴ／突き飛ばす盾（［武器］）F再チャージ：初めて重傷になっ
た時
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対“頑健”
ヒット：レイヴンガードは目標を2マスまで押しやってから、移動速度の半分ま
でのシフトを行なう。この押しやりによる目標の移動がレイヴンガードの味方1
体以上に隣接するマスで終了したなら、それらの味方のうち1体がフリー・ア
クションとして目標に1回の近接基礎攻撃を行なえる。
ミス：レイヴンガードは目標を1マス押しやることができる。その後、彼は1マス
シフトできる。

トリガー型のアクション
M ナイトリィ・リポスト／騎士の反撃F無限回
トリガー：レイヴンガードのオーラ内にいる、マークされた状態でない敵が、レ
イヴンガードを目標に含まない攻撃パワーを使用した。
効果（即応・割込）：レイヴンガードはトリガーを発生させた敵にバスタード・
ソードを使用する。

技能：〈威圧〉＋11、〈運動〉＋12、〈はったり〉＋11
【筋】	19（＋7）	 【敏】	14（＋5）	 【判】	10（＋3）
【耐】	14（＋5）	 【知】	12（＋4）	 【魅】	16（＋6）
属性：無属性	 言語：共通語
装備：プレート・アーマー、ヘヴィ・シールド、バスタード・ソード
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ヴィーカング	 レベル 4　奇襲役
中型・自然・人型、ヒューマン	 XP175
hp：44；重傷値：22	 イニシアチブ：＋10
AC18；頑健16、反応18、意志16	 〈知覚〉＋9
移動速度：6
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：2d6＋6ダメージ。

R クロスボウ（［武器］）F無限回
攻撃：遠隔・15／30（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d8＋6ダメージ。

M ブレード・イン・ザ・ダーク／暗中の刃（［武器］）F再チャージ：ヴィーカング
がヴェイル・オヴ・シャドウズを使用した時
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：4d6＋10ダメージ。
ミス：半減ダメージ。
ヴェイル・オヴ・シャドウズ／包み隠す影（［区域］）F再チャージ：ヴィーカング
がブレード・イン・ザ・ダークを使用した時
効果：近接範囲・爆発1の範囲内に、ヴィーカングの次のターンの終了時まで
持続する区域が作り出される。この区域はヴィーカング以外のすべてのクリー
チャーの視線を遮る。この区域の中に全身が入っている、ヴィーカング以外の
クリーチャーは、盲目状態である。

トリガー型のアクション
M R クレヴァー・ドッジ／狡猾な回避F無限回
トリガー：ヴィーカングが自分のヴェイル・オヴ・シャドウズの区域内にいる
時に、敵がヴィーカングに対して引き寄せ、押しやり、横滑りのいずれかを行な
う。
効果（即応・割込）：ヴィーカングはトリガーを発生させた敵に対して1回の基
礎攻撃を行ない、しかる後に2マスまでのシフトを行なってこの区域内の別の
マスに移動する。

技能：〈威圧〉＋9、〈隠密〉＋11、〈はったり〉＋9
【筋】	12（＋3）	 【敏】	18（＋6）	 【判】	15（＋4）
【耐】	14（＋4）	 【知】	13（＋3）	 【魅】	14（＋4）
属性：混沌にして悪	 言語：共通語、エルフ語
装備：レザー・アーマー、ショート・ソード、クロスボウ、ボルト20本、マント

衛兵隊の軍曹	 レベル 3　兵士役
中型・自然・人型、ヒューマン	 XP150
hp：47；重傷値：23	 イニシアチブ：＋5
AC19；頑健16、反応15、意志14	 〈知覚〉＋6
移動速度：5
標準アクション
m ハルバード（［武器］）F無限回
攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d10＋5ダメージ、目標はこの軍曹の次のターンの終了時まで“マーク
された状態”になる。

R ショートボウ（［武器］）F無限回
攻撃：遠隔・15／30（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d8＋5ダメージ。

M パワフル・ストライク／力強い打撃（［武器］）F再チャージ 5 6
攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：2d10＋5ダメージ、目標は倒れて伏せ状態になる。

トリガー型のアクション
M インターシーディング・ストライク／割込打撃（［武器］）F無限回
トリガー：この軍曹にマークされている敵が、この軍曹を目標に含まない攻撃
を行なう。
攻撃（即応・割込）：近接・2（トリガーを発生させた敵）；＋8対AC
ヒット：1d10＋5ダメージ。
技能：〈事情通〉＋7
【筋】16（＋4）	 【敏】14（＋3）	 【判】11（＋1）
【耐】15（＋3）	 【知】10（＋1）	 【魅】12（＋2）
属性：無属性	 言語：共通語
装備：スケイル・アーマー、ハルバード、ショートボウ、アロー20本、真鍮製の呼
子笛

イスラ・ブラックレル	 レベル 4　制御役
中型・自然・人型、ハーフエルフ	 XP175
hp：52；重傷値：26	 イニシアチブ：＋4
AC17；頑健13、反応14、意志15	 〈知覚〉＋5
移動速度：6	 夜目
標準アクション
m クオータースタッフ（［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、目標は伏せ状態になる。

r マジック・ミサイル／魔法の矢（［装具］、［力場］）F無限回
効果：遠隔・20（クリーチャー1体）。目標は6の［力場］ダメージを受ける。

A アイアン・ボム／手投げ爆弾（［火］）F再チャージ 5 6
攻撃：遠隔範囲・爆発1・10マス以内（爆発内のクリーチャーすべて）；＋9
対“反応”
ヒット：2d6＋2の［火］ダメージ、目標は爆発の中心から離れるように2マス押
しやられ、伏せ状態になる。

トリガー型のアクション
デフレクティング・シールド／反発の盾F遭遇毎
トリガー：イスラが近接攻撃または遠隔攻撃の目標になる。
効果（即応・割込）：イスラは次の自分のターンの終了時まで、トリガーを発生
させた攻撃の対象になった防御値に＋4ボーナスを得る。

技能：〈はったり〉＋8、〈魔法学〉＋11
【筋】	10（＋2）	 【敏】	14（＋4）	 【判】	17（＋5）
【耐】	12（＋3）	 【知】	18（＋6）	 【魅】	12（＋3）
属性：無属性	 言語：共通語
装備：ローブ、クオータースタッフ、錬金術の材料、変装用具

インブラリム・スクーンド	 レベル 4　制御役
中型・自然・人型、ヒューマン	 XP175
hp：52；重傷値：26	 イニシアチブ：＋4
AC17；頑健13、反応14、意志15	 〈知覚〉＋5
移動速度：6
標準アクション
m クオータースタッフ（［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、インブラリムは目標を1マス横滑りさせることができる。

r マジック・ミサイル／魔法の矢（［装具］、［力場］）F無限回
攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）
効果：目標は5の［力場］ダメージを受ける。

R ブリリアント・チェインズ／電光縛鎖（［装具］、［電撃］）F遭遇毎
1次攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋7対“反応”
ヒット：2d8＋3の［電撃］ダメージ、インブラリムは以下の2次攻撃を行なう。
　2次攻撃：遠隔・10（1次目標から5マス以内にいるクリーチャー2体）；＋7
対“反応”

　ヒット：3の［電撃］ダメージ。目標は減速状態になる（セーヴ・終了）。この
目標が減速状態である間、この目標が1次目標から6マス以上離れた場所
で自分のターンを終了するたび、この目標は5の［電撃］ダメージを受け、伏
せ状態になる。

A カコフォナス・バースト／不協和音の爆発（［装具］、［雷鳴］）F遭遇毎
攻撃：遠隔範囲・爆発1・10マス以内（爆発内のクリーチャーすべて）；＋7
対“頑健”
ヒット：2d6＋5の［雷鳴］ダメージ。インブラリムは目標を爆発の中心から離れ
るように1マス押しやる。目標は幻惑状態になる（セーヴ・終了）。

トリガー型のアクション
デフレクティング・シールド／反発の盾F遭遇毎
トリガー：インブラリムが近接攻撃または遠隔攻撃の目標になる。
効果（即応・割込）：インブラリムは次の自分のターンの終了時まで、トリガー
を発生させた攻撃の対象になった防御値に＋4ボーナスを得る。

技能：〈魔法学〉＋11
【筋】	10（＋2）	 【敏】	14（＋4）	 【判】	17（＋5）
【耐】	12（＋3）	 【知】	18（＋6）	 【魅】	12（＋3）
属性：悪	 言語：共通語
装備：ローブ、クオータースタッフ、オーブ
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衛兵隊の兵卒	 レベル 1　兵士役
中型・自然・人型、ヒューマン	 XP100
hp：28；重傷値：14	 イニシアチブ：＋3
AC17；頑健14、反応13、意志12	 〈知覚〉±0
移動速度：5
m ロングソード（［武器］）F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：1d8＋3ダメージ。

M ドライヴ・バック／猛進（［武器］）F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：1d8＋3ダメージ、この兵卒は目標を1マス押しやった後、目標がそれま
で占めていたマスに入るように1マスのシフトを行なうことができる。

R ショートボウ（［武器］）F無限回
攻撃：遠隔・15／30（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：1d8＋1ダメージ。

【筋】	16（＋3）	 【敏】	12（＋1）	 【判】	10（±0）
【耐】	12（＋1）	 【知】	9（−1）	 【魅】	9（−1）
属性：無属性	 言語：共通語
装備：クラブ、スケイル・アーマー、ライト・シールド、ロングソード、ショートボウ、
アロー20本、真鍮製の呼子笛

ガンドの侍祭	 レベル 1　兵士役
中型・自然・人型、ヒューマン	 XP100
hp：31；重傷値：15	 イニシアチブ：＋2
AC17；頑健13、反応12、意志14	 〈知覚〉＋2
移動速度：5
標準アクション
m ウォーハンマー（［武器］）F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：1d8＋4ダメージ、この侍祭が味方である他の侍祭と隣接しているなら
1d8＋6ダメージ。

r クロスボウ（［武器］）F無限回
攻撃：遠隔・15／30（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：1d8＋2ダメージ。

【筋】	13（＋1）	 【敏】	11（±0）	 【判】	15（＋2）
【耐】	15（＋2）	 【知】	10（±0）	 【魅】	10（±0）
属性：無属性	 言語：共通語
装備：チェインメイル、ウォーハンマー、クロスボウ、ボルト20本

貴族の決闘屋	 レベル 2　遊撃役
中型・自然・人型、ヒューマン	 XP125
hp：39；重傷値：19	 イニシアチブ：＋7
AC16；頑健13、反応15、意志13	 〈知覚〉＋8
移動速度：6
特徴
コンバット・アドヴァンテージ／戦術的優位
この決闘屋は、自分が戦術的優位を得ている敵にヒットを与えたなら、1d6の
追加ダメージを与える。

標準アクション
m レイピア（［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＋6ダメージ。

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＋5ダメージ。

M ツーウェポン・レンド／二刀のかきむしり（［武器］）F遭遇毎
効果：この決闘屋は同一の目標にレイピアとショート・ソードを使用する。
両方ともヒットしたなら、目標は4の追加ダメージを受ける。

トリガー型のアクション
デュエリスツ・アキュラシイ／決闘屋の正確さF遭遇毎
トリガー：この決闘屋が攻撃ロールを行なった。
効果（フリー・アクション）：この決闘屋はその1回の攻撃ロールを再ロールし、
再ロールの結果の方を用いる。

技能：〈隠密〉＋10、〈はったり〉＋7
【筋】	12（＋2）	 【敏】	18（＋5）	 【判】	14（＋3）
【耐】	15（＋3）	 【知】	10（＋1）	 【魅】	12（＋2）
属性：無属性	 言語：共通語、エルフ語
装備：レザー・アーマー、レイピア、ショート・ソード

貴族の私兵	 レベル 1　兵士役
中型・自然・人型、ヒューマン	 XP100
hp：28；重傷値：14	 イニシアチブ：＋3
AC17；頑健14、反応13、意志12	 〈知覚〉±0
移動速度：6
標準アクション
m ロングソード（［武器］）F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：1d8＋3ダメージ。

M ドライヴ・バック／猛進（［武器］）F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：1d8＋3ダメージ、この私兵は目標を1マス押しやった後、目標がそれま
で占めていたマスに入るように1マスのシフトを行なうことができる。

【筋】	16（＋3）	 【敏】	12（＋1）	 【判】	10（±0）
【耐】	12（＋1）	 【知】	10（±0）	 【魅】	11（±0）
属性：無属性	 言語：共通語
装備：レザー・アーマー、ロングソード

貴族の若者	 レベル 1　雑魚　暴れ役
中型・自然・人型、ヒューマン	 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：＋1
AC13；頑健13、反応12、意志13	 〈知覚〉＋2
移動速度：6	
標準アクション
m 即席武器（［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：2d6＋5ダメージ。

【筋】	11（±0）	 【敏】	10（±0）	 【判】	12（＋1）
【耐】	12（＋1）	 【知】	10（±0）	 【魅】	10（±0）
属性：無属性	 言語：共通語
（訳注：このクリーチャーは雑魚であるにも関わらずダメージが固定値でなく、	
しかもレベルに比べて与えるダメージが大きい。これにはDMの判断で修正を加
えてもよい）

“九本指”	 レベル 6　精鋭　遊撃役
中型・自然・人型、ヒューマン	 XP500
hp：140；重傷値：70	 イニシアチブ：＋10
AC20；頑健17、反応20、意志18	 〈知覚〉＋11
移動速度：6
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント：1
特徴
カニング・エスケープ／巧みな脱出
“九本指”のターンの開始時に、彼女が動けない状態、幻惑状態、拘束状態、朦
朧状態のいずれかであった場合、彼女はその状態をもたらしている効果を終
了させるためのセーヴィング・スローを（その効果が本来はセーヴで終了させ
ることのできない効果であっても）即座に行なえる。

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）；＋11対AC
ヒット：3d4＋7ダメージ、“九本指”が目標に対して戦術的優位を得ている場
合は6d4＋7ダメージ。

r スロウン・ダガー／ダガー投擲（［武器］）F無限回
攻撃：遠隔・5／10（クリーチャー1体）；＋11対AC
ヒット：3d4＋7ダメージ、目標は戦術的優位を与える（セーヴ・終了）。

M ダーティング・ブレーズ／高速連撃（［武器］）F無限回
効果：“九本指”はダガーを2回使用する。彼女はこの2回の攻撃の間に移動
速度の半分までのシフトを行なえる。

移動アクション
アクロバティック・エスケープ／軽業機動F再チャージ：初めて重傷になった時
効果：“九本指”は移動速度までのシフトを行なう。

技能：〈隠密〉＋13、〈事情通〉＋10、〈盗賊〉＋13
【筋】	12（＋4）	 【敏】	21（＋8）	 【判】	17（＋6）
【耐】	14（＋5）	 【知】	13（＋4）	 【魅】	14（＋5）
属性：無属性	 言語：共通語
装備：レザー・アーマー、ダガー10本、盗賊道具
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屈強なならず者	 レベル 2　暴れ役
中型・自然・人型、ヒューマン	 XP125
hp：42；重傷値：21	 イニシアチブ：＋3
AC11；頑健13、反応11、意志11	 〈知覚〉＋2
移動速度：6
特徴
サグ・タクティクス／ならず者のやりくち
このならず者から5マス以内に他の“屈強なならず者”がいる限り、このならず者
はダメージ・ロールに＋4パワー・ボーナスを得る。

m ダガー（［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：2d6＋3ダメージ。

R クロスボウ（［武器］）F無限回
攻撃：遠隔・15／30（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：2d8＋1ダメージ。

【筋】	14（＋3）	 【敏】	11（＋1）	 【判】	12（＋2）
【耐】	12（＋2）	 【知】	9（±0）	 【魅】	13（＋2）
属性：無属性	 言語：共通語
装備：ダガー、クロスボウ、ボルト20本

煙火薬製作者	 レベル 4　砲撃役
中型・自然・人型、ヒューマン	 XP200
hp：46；重傷値：23	 イニシアチブ：＋5
AC18；頑健15、反応17、意志16	 〈知覚〉＋6
移動速度：6
標準アクション
m スタッフ（［武器］）F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋11対AC
ヒット：1d8＋5ダメージ。

R アシッド・ストリーム／酸の奔流（［酸］）F無限回
攻撃：遠隔・15（クリーチャー1体）；＋11対“反応”
ヒット：1d8＋5の［酸］ダメージおよび継続的［酸］ダメージ5（セーヴ・終了）。

R アイシー・ストリーム／冷気の奔流（［冷気］）F再チャージ 5 6
攻撃：遠隔・15（クリーチャー1体）；＋11対“反応”
ヒット：1d10＋9の［冷気］ダメージ、目標を3マスまで横滑りさせる。
技能：〈魔法学〉＋13
【筋】	15（＋5）	 【敏】	16（＋6）	 【判】	18（＋7）
【耐】	16（＋6）	 【知】	21（＋8）	 【魅】	15（＋5）
属性：無属性	 言語：共通語、ゴブリン語
装備：スタッフ

コラン	 レベル 6　砲撃役
中型・フェイ・人型、エルフ	 XP250
hp：55；重傷値：27	 イニシアチブ：＋7
AC18；頑健17、反応19、意志18	 〈知覚〉＋11
移動速度：7	 夜目
特徴
ワイルド・ステップ／荒地渡り
コランはシフトを行なう際、移動困難な地形を無視する。
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）；＋11対AC
ヒット：2d6＋5ダメージ、コランは1マスシフトする。

r ロングボウ（［武器］）F無限回
攻撃：遠隔・20／40（クリーチャー1体）；＋13対AC
ヒット：2d10＋5ダメージ。

R ハリイング・ショット／撹乱射撃（［武器］）F無限回
攻撃：遠隔・20／40（クリーチャー1体）；＋13対AC
ヒット：2d10＋5ダメージ。加えて、コランの次のターンの終了時まで、コラン
の味方は皆、この目標に隣接している間はこの目標に対して戦術的優位を得
る。

フリー・アクション
エルヴン・アキュラシィ／エルフの正確さF遭遇毎
効果：コランは1回の攻撃ロールを再ロールし、再ロールの方の結果を使用す
る。

技能：〈運動〉＋10、〈隠密〉＋12、〈盗賊〉＋12、〈はったり〉＋12
【筋】	14（＋5）	 【敏】	19（＋7）	 【判】	16（＋6）
【耐】	13（＋4）	 【知】	13（＋4）	 【魅】	18（＋7）
属性：無属性	 言語：共通語、エルフ語
装備：レザー・アーマー、ショート・ソード、ロングボウ、アロー20本

船員	 レベル 2　遊撃役
中型・自然・人型、ヒューマン	 XP125
hp：36；重傷値：18	 イニシアチブ：＋3
AC15；頑健14、反応12、意志13	 〈知覚〉＋2
移動速度：6
特徴
モブ・ルール／数だのみ
この船員から5マス以内に他の船員が2体以上いるなら、この船員はすべての
防御値に＋2パワー・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）；＋7対AC
ヒット：2d6＋3ダメージ。

【筋】	14（＋3）	 【敏】	11（＋1）	 【判】	12（＋2）
【耐】	12（＋2）	 【知】	10（＋1）	 【魅】	10（＋1）
属性：無属性	 言語：共通語
装備：レザー・アーマー、ショート・ソード

トーリン・シルヴァーシールド	 レベル 5　制御役（指揮）
中型・自然・人型、ヒューマン	 XP200
hp：60；重傷値：30	 イニシアチブ：＋3
AC19；頑健17、反応17、意志19	 〈知覚〉＋4
移動速度：5
標準アクション
m メイス（［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：1d8＋9ダメージ。

M プリースツ・シールド／聖職者の盾（［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：1d10＋6ダメージ。シルヴァーシールドの次のターンの終了時まで、彼
または“彼に隣接する味方1体”はACに＋2パワー・ボーナスを得る。

R コマンド／命令（［魅了］）F遭遇毎
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋8対“意志”
ヒット：目標はシルヴァーシールドの次のターンの終了時まで幻惑状態になる。
さらに、シルヴァーシールドは目標を伏せ状態にするか、5マスまで横滑りさせ
ることができる。

マイナー・アクション
C ヒーリング・ワード／癒しの言葉（［回復］）F遭遇毎2回（1ラウンド1回まで）
効果：シルヴァーシールドまたは彼から5マス以内の味方1体は10hpを回復す
る。

技能：〈看破〉＋9、〈交渉〉＋10、〈宗教〉＋9、〈はったり〉＋10
【筋】	12（＋3）	 【敏】	12（＋3）	 【判】	14（＋4）
【耐】	15（＋4）	 【知】	14（＋4）	 【魅】	16（＋5）
属性：無属性	 言語：共通語
装備：スケイル・アーマー、メイス
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ならず者	 レベル 2　雑魚　暴れ役
中型・自然・人型、ヒューマン	 XP31
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：＋1
AC14；頑健14、反応13、意志14	 〈知覚〉＋2
移動速度：6
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）；＋7対AC
ヒット：6ダメージ。

R クロスボウ（［武器］）F無限回
攻撃：遠隔・15／30（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：6ダメージ。

【筋】	11（＋1）	 【敏】	10（＋1）	 【判】	12（＋2）
【耐】	12（＋2）	 【知】	10（＋1）	 【魅】	10（＋1）
属性：無属性	 言語：共通語
装備：ダガー、クロスボウ、ボルト20本

ナント・サンゴル	 レベル 1　遊撃役
中型・自然・人型、ドワーフ	 XP100
hp：33；重傷値：16	 イニシアチブ：＋3
AC15；頑健14、反応12、意志14	 〈知覚〉＋8
移動速度：5	 夜目
スタンド・ザ・グラウンド／踏ん張り
サンゴルが引き寄せられるか、押しやられるか、横滑りさせられる際には常に、
その強制移動の距離を元の効果に書かれているよりも1マス少なくすることが
できる。

ステディフッテッド／揺るがぬ足元
サンゴルが攻撃によって伏せ状態にされそうになった時、サンゴルはその伏せ
状態を回避するためのセーヴィング・スローを行なうことができる。

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）；＋6対AC
ヒット：2d4＋3ダメージ、サンゴルは1マスのシフトを行なえる。

r スローイング・ダガー／ダガー投擲（［武器］）F無限回
攻撃：遠隔・5／10（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：2d4＋3ダメージ、サンゴルは1マスのシフトを行なえる。

M R ダブル・ダガー・ストライク／ダガー2連撃（［武器］）F再チャージ 4 5 6
効果：2回の基礎攻撃を行なう。

【筋】	16（＋3）	 【敏】	12（＋1）	 【判】	17（＋3）
【耐】	17（＋3）	 【知】	10（±0）	 【魅】	10（±0）
属性：無属性	 言語：共通語、ドワーフ語
装備：レザー・アーマー、ダガー8本

人間の傍観者	 レベル 1　雑魚　暴れ役
中型・自然・人型、ヒューマン	 XP――
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：±0
AC15；頑健13、反応13、意志13	 〈知覚〉±0
移動速度：6
【筋】	10（±0）	 【敏】	10（±0）	 【判】	10（±0）
【耐】	10（±0）	 【知】	11（±0）	 【魅】	8（−1）
属性：無属性	 言語：共通語

ハーバー・マニフェスト	
Harbor	Manifest ／積荷目録	 レベル 1　アンコモン
この書物の革表紙には、見えにくい精妙なパターンがびっしりと描かれている。
その他の魔法のアイテム	 360gp
特性
　この書物を開くためには、表紙に描かれた魔法のパターンを正確になぞらな
ければならない。これを正しくなぞるためには難易度15の【敏捷力】または【知
力】判定が必要である。パターンを正しくなぞらずに開いた場合、この書物は
オウムのような声で「泥棒！　助けて！　泥棒！　助けて！」と叫び始める。こ
の叫び声は表紙のパターンを正しくなぞるまで永遠に繰り返される。
	 　パターンを正確になぞってこの書物を1回開いた者は、以後は判定の必要
がなくなる。
特性
　この書物が開かれている間、この書物に対して読み上げられた内容はすべて
自動的にこの書物に記録される。

ハーフリングの盗賊	 レベル 2　遊撃役
小型・自然・人型、ハーフリング	 XP125
hp：34；重傷値：17	 イニシアチブ：＋6
AC16；頑健13、反応16、意志14	 〈知覚〉＋1
移動速度：6
特徴
ニンブル・リアクション／機敏な対応
このハーフリングは機会攻撃に対するACに＋2ボーナスを得る。
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）；＋7対AC
ヒット：2d4＋5ダメージ。このハーフリングが目標に対して戦術的優位を得て
いるなら加えて1d6ダメージ。
効果：このハーフリングは1マスのシフトを行なえる。

r スリング（［武器］）F無限回
攻撃：遠隔・10／20（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：2d4＋5ダメージ。このハーフリングが目標に対して戦術的優位を得て
いるなら加えて1d6ダメージ。

M モバイル・メレー・アタック／機動近接攻撃F無限回
効果：このハーフリングは4マスまでの移動を行ない、移動中の任意の時点で
ダガーを1回使用する。この移動は、この攻撃の目標からの機会攻撃を誘発
しない。

技能：〈隠密〉＋9、〈軽業〉＋9、〈盗賊〉＋9、〈はったり〉＋8
【筋】	12（＋2）	 【敏】	16（＋4）	 【判】	11（＋1）
【耐】	10（＋1）	 【知】	10（＋1）	 【魅】	14（＋3）
属性：無属性	 言語：共通語
装備：レザー・アーマー、ダガー、スリング、ブリット×20
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爆破屋	 レベル 2　暴れ役
中型・自然・人型、ドワーフ	 XP125
hp：47；重傷値：23	 イニシアチブ：＋2
AC14；頑健15、反応13、意志14	 〈知覚〉＋3
移動速度：5	 夜目
セーヴィング・スロー：［毒］効果に対して＋5
特徴
スタンド・ザ・グラウンド／踏ん張り
この爆破屋が引き寄せられるか、押しやられるか、横滑りさせられる際には常
に、その強制移動の距離を元の効果に書かれているよりも1マス少なくすること
ができる。

ステディフッテッド／揺るがぬ足元
この爆破屋は、攻撃によって伏せ状態にされそうになった時、その伏せ状態を
回避するためのセーヴィング・スローを行なうことができる。

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）；＋7対AC
ヒット：2d6＋5ダメージ。

R アルケミスツ・ファイアー／錬金術師の火（［火］）F無限回
攻撃：遠隔・5（クリーチャー1体）；＋5対“反応”
ヒット：2d8＋5の［火］ダメージ、目標に隣接するクリーチャー全員に5の［火］
ダメージ。

【筋】	16（＋4）	 【敏】	12（＋2）	 【判】	14（＋3）
【耐】	17（＋4）	 【知】	11（＋1）	 【魅】	11（＋1）
属性：無属性	 言語：共通語、ドワーフ語
装備：ハイド・アーマー、ショート・ソード、“錬金術師の火”×6

ファイアー・メフィット	 レベル 3　遊撃役
小型・元素・人型（火）	 XP150
hp：46；重傷値：23	 イニシアチブ：＋6
AC17；頑健14、反応16、意志15	 〈知覚〉±0
移動速度：6、飛行6	 暗視
完全耐性：［火］
特徴
リジェネレーション／再生
このメフィットは、自分のターンの開始時にhpが1以上なら5hpを回復する。こ
のメフィットが［精神］または［冷気］ダメージを受けると、このメフィットの次のタ
ーンにおいてこの再生は機能しなくなる。

標準アクション
m クローズ／爪（［火］）F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d6＋3ダメージおよび継続的［火］ダメージ5（セーヴ・終了）。目標
がすでに継続的［火］ダメージを受けている場合は、その継続的ダメージが5
増加する（最大10まで）。

C フレイム・ブラスト／火炎噴射（［火］）F再チャージ 5 6
攻撃：近接範囲・噴射3（噴射内のクリーチャーすべて）；＋6対“反応”
ヒット：2d8＋3の［火］ダメージ。
移動アクション
ダンシング・フレイムズ／舞い踊る火の子F無限回
効果：このメフィットは移動速度の半分までのシフトを行なう。

技能：〈はったり〉＋8
【筋】	8（±0）	 【敏】	17（＋4）	 【判】	8（±0）
【耐】	14（＋3）	 【知】	8（±0）	 【魅】	14（＋3）
属性：無属性	 言語：共通語、始原語

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

特徴
登攀
この“ベハルに選ばれし者”は登攀移動速度6を得る。
完全耐性
この“ベハルに選ばれし者”は［毒］と［病気］に対する完全耐性を有する。
エキスパート・ジャンパー／跳躍の達人
この“ベハルに選ばれし者”は移動の一部として（〈運動〉判定の必要なしに）跳
躍を行なうことができる。この跳躍は機会攻撃を誘発しない。

マーダー・マジック／殺戮の魔力
この“ベハルに選ばれし者”は、いずれかの目標に攻撃をヒットさせるたび、同一
の目標に2次攻撃を行なう（＋6対“頑健”）。この2次攻撃がヒットしたなら、目
標は動けない状態になる（セーヴ・終了）。目標がすでに動けない状態であ
った場合は、加えて目標の次のターンの終了時まで朦朧状態になる。

“ベハルの落とし子” の殺戮者	 レベル 3　精鋭　兵士役
中型・自然・人型	 XP300
hp：94；重傷値：47	 イニシアチブ：＋6
AC19；頑健15、反応16、意志14	 〈知覚〉＋1
移動速度：8、登攀8	 暗視
完全耐性：［毒］、［病気］；抵抗：［死霊］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 クローズ／爪F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：2d6＋4ダメージ、目標は動けない状態になる（セーヴ・終了）。

M ダブル・アタック／2回攻撃F無限回
効果：クローズを2回使用する。

M クルーエル・バイト／無慈悲な噛みつきF無限回
攻撃：近接・1（動けない状態、気絶状態、拘束状態、朦朧状態のいずれかで
あるクリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：4d6＋4ダメージ、目標は朦朧状態になる（セーヴ・終了）。
移動アクション
プロディジャス・リープ／超跳躍F無限回
効果：4マスの跳躍を行なう。この跳躍による移動は機会攻撃を誘発しない。

トリガー型のアクション
M ブラッド・フレンジー／血の狂乱F無限回
トリガー：このクリーチャーに隣接する重傷の敵がシフトしようとした。
効果（機会アクション）：トリガーを発生させた敵1体にクローズを使用する。

【筋】	14（＋3）	 【敏】	17（＋4）	 【判】	11（＋1）
【耐】	15（＋3）	 【知】	11（＋1）	 【魅】	13（＋2）
属性：混沌にして悪	 言語：共通語
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“燃える拳” の下級士官	 レベル 3　兵士役
中型・自然・人型、ヒューマン	 XP150
hp：47；重傷値：23	 イニシアチブ：＋5
AC19；頑健16、反応15、意志14	 〈知覚〉＋6
移動速度：5
標準アクション
m バスタード・ソード（［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：1d10＋6ダメージ、この下級士官は次の自分のターンの終了時まで目
標をマークする。

r ジャヴェリン（［武器］）F無限回
攻撃：遠隔・10／20（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d8＋5ダメージ。

m パワフル・ストライク／力強い打撃（［武器］）F再チャージ 5 6
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：2d10＋6ダメージ、目標は伏せ状態になる。

トリガー型のアクション
M インターシーディング・ストライク／割込打撃（［武器］）F無限回
トリガー：この下級士官にマークされている敵が、この下級士官を目標に含ま
ない攻撃を行なった。
攻撃（即応・割込）：近接・1（トリガーを発生させた敵）；＋8対AC
ヒット：1d10＋5ダメージ。
技能：〈威圧〉＋7、〈運動〉＋9
【筋】	16（＋4）	 【敏】	14（＋3）	 【判】	11（＋1）
【耐】	15（＋3）	 【知】	10（＋1）	 【魅】	12（＋2）
属性：無属性	 言語：共通語
装備：プレート・メイル、バスタード・ソード、ジャヴェリン4本

“燃える拳” の軍曹	 レベル 5　精鋭　兵士役
中型・自然・人型、ヒューマン	 XP400
hp：126；重傷値：63	 イニシアチブ：＋4
AC21；頑健18、反応16、意志17	 〈知覚〉＋3
移動速度：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 フレイル（［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：1d10＋8ダメージ。

M タクティカル・アタック／連携戦術（［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：1d10＋7ダメージ。目標はこの軍曹の次のターンの終了時まで戦術
的優位を与える。
効果：目標から5マス以内にいるこの軍曹の味方1体は、フリー・アクションと
してこの目標に1回の基礎攻撃を行なえる。

トリガー型のアクション
M トリッピング・フレイル／フレイル足払い（［武器］）F無限回
トリガー：敵がこの軍曹に隣接するマスを離れた。
攻撃（機会アクション）：近接・1（トリガーを発生させた敵）；＋8対“反応”
ヒット：目標は伏せ状態になる。
技能：〈威圧〉＋8、〈運動〉＋11
【筋】	18（＋6）	 【敏】	10（＋2）	 【判】	13（＋3）
【耐】	15（＋4）	 【知】	12（＋3）	 【魅】	12（＋3）
属性：無属性	 言語：共通語
装備：プレート・メイル、ヘヴィ・シールド、フレイル

“燃える拳” の伍長	 レベル 2　精鋭　暴れ役
中型・自然・人型、ヒューマン	 XP250
hp：88；重傷値：44	 イニシアチブ：＋2
AC14；頑健15、反応14、意志13	 〈知覚〉＋1
移動速度：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 ヘヴィ・フレイル（［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：3d6＋3ダメージ。

M ダブル・アタック／2回攻撃F無限回
効果：ヘヴィ・フレイルを2回使用する。

トリガー型のアクション
M スマッシュ・バック／殴り返し（［武器］）F再チャージ：初めて重傷になった時
トリガー：敵がこの伍長に近接攻撃でヒットを与えた。
効果（即応・対応）：この伍長はトリガーを発生させた敵にヘヴィ・フレイル
を使用する。

技能：〈威圧〉＋7、〈運動〉＋9
【筋】	17（＋4）	 【敏】	12（＋2）	 【判】	10（＋1）
【耐】	14（＋3）	 【知】	11（＋1）	 【魅】	13（＋2）
属性：無属性	 言語：共通語
装備：プレート・アーマー、ヘヴィ・フレイル

“燃える拳” の兵卒	 レベル 1　兵士役
中型・自然・人型、ヒューマン	 XP100
hp：28；重傷値：14	 イニシアチブ：＋3
AC17；頑健14、反応13、意志12	 〈知覚〉±0
移動速度：5
標準アクション
m ロングソード（［武器］）F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：1d8＋4ダメージ。

M ドライヴ・バック／猛進（［武器］）F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：1d8＋3ダメージ、この兵卒は目標を1マス押しやった後、目標がそれま
で占めていたマスに入るように1マスのシフトを行なうことができる。

R クロスボウ（［武器］）F無限回
攻撃：遠隔・15／30（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：1d8＋1ダメージ。

【筋】	16（＋3）	 【敏】	12（＋1）	 【判】	10（±0）
【耐】	12（＋1）	 【知】	9（−1）	 【魅】	9（−1）
属性：無属性	 言語：共通語
装備：スケイル・アーマー、ライト・シールド、ロングソード、クロスボウ、ボルト20
本
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ラライルラ・サンドレス	 レベル 2　遊撃役
中型・自然・人型、ハーフエルフ	 XP125
hp：37；重傷値：18	 イニシアチブ：＋6
AC16；頑健12、反応14、意志12	 〈知覚〉＋1
移動速度：6
特徴
コンバット・アドヴァンテージ／戦術的優位
ラライルラは、自分が戦術的優位を得ている敵にヒットを与えたなら、1d6の追
加ダメージを与える。

標準アクション
m r ダガー（［武器］）F無限回
攻撃：近接・1または遠隔・5／10（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d4＋5ダメージ、ラライルラは1マスのシフトを行なえる。

M デイジング・ストライク／幻惑打撃（［武器］）F再チャージ：この攻撃がミスし
た時
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d8＋5ダメージ、目標はラライルラの次のターンの終了時まで幻惑状
態になる。
効果：ラライルラは1マスのシフトを行なえる。
技能：〈隠密〉＋9、〈事情通〉＋7、〈盗賊〉＋9
【筋】	12（＋2）	 【敏】	17（＋4）	 【判】	11（＋1）
【耐】	13（＋2）	 【知】	10（＋1）	 【魅】	12（＋2）
属性：無属性	 言語：共通語
装備：レザー・アーマー、ダガー4本

リルサ・レイル	 レベル 6　遊撃役（指揮）
中型・自然・人型、ヒューマン	 XP250
hp：69；重傷値：34	 イニシアチブ：＋9
AC20；頑健18、反応19、意志18	 〈知覚〉＋8
移動速度：6
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）；＋11対AC
ヒット：2d6＋7ダメージ、レイルは1マスシフトする。

m r ダガー（［武器］）F無限回
攻撃：近接・1または遠隔5／10（クリーチャー1体）；＋11対AC
ヒット：2d4＋7ダメージ。

M R スラッシュ・アンド・ダッシュ／斬撃疾駆（［武器］）F再チャージ 4 5 6
効果：レイルはショート・ソードを使用し、2マスシフトし、ダガーを使用する。

M トリガリング・スラッシュ／追撃誘う斬撃（［武器］）F再チャージ 5 6
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋11対AC
ヒット：1d8＋4ダメージ。レイルの味方1体は、フリー・アクションとして、1マ
スシフトしてから1回の近接基礎攻撃を行なえる。

技能：〈運動〉＋11、〈隠密〉＋12、〈看破〉＋8、〈交渉〉＋11
【筋】	16（＋6）	 【敏】	19（＋7）	 【判】	11（＋3）
【耐】	13（＋4）	 【知】	10（＋3）	 【魅】	16（＋6）
属性：無属性	 言語：共通語
装備：レザー・アーマー、ショート・ソード、ダガー6本

翻訳：塚田与志也
翻訳協力：日本語版翻訳チーム
　　　　　（桂令夫、岡田伸、楯野恒雪、柳田真坂樹）


