
デッドラインヒーローズ RPG 正誤表（エラッタ） 
最終更新：2018 年 8 月 23 日 
 

■デッドラインヒーローズ RPG（R1） 
●リプレイパート 
 
p76 戦闘移動 注釈 （2017/6/19 追加） 
誤：詳しくははＰ178 参照 
正：詳しくはＰ172 参照 
 
p.77 下段柱 追加 
ガンクレイジー 
 このパワーは、本セッションでは回避の判定を行なっているものの、後日、回避が不可となるよう修正

された。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
●ルール＆データパート 
 
p117 ライトニングラッシュ 代償 
誤：８ 
正：ターン８ 
 
p120 エラスティックバインド 効果 
※次の文章を追加 
その後、キミは目標のいるエリアに移動する。 
 
p120 《ガード》 効果（2017/11/27 追加） 
誤：攻撃された直後 
正：攻撃を宣言された直後 
 
p123 《ブラインドファイト》 効果 （2017/6/19 追加） 
※次の文章を追加。 
キミが暗闇のエリア、もしくは隠密エリアにいる間、キミが与えるダメージに＋１Ｄ６点の修正を得る。 
 
p126 《インコグニト》 タイミング（2017/6/19 追加） 
誤：タイミング：特殊 
正：タイミング：行動 



p127 《処刑二輪》 効果（2017/11/27 追加） 
※以下の文章を文末に追加。 
以後、このイベントの間、キミはダメージゾーン（p180）によるダメージを受けない。 
 
p132 パワー「意志の指輪」 効果：説明文４行目 
誤：「種別：装備」 
正：「属性：装備」 
 
p132 《ウェポンブレイカー》 説明文１行目 （2017/6/19 追加） 
誤：〈運動〉－10％ 
正：〈運動〉＋10％ 
 
→ウェポンブレイカー用ヴィランデータの調整は正誤表の最後にあります。 
 
p135 《秘密基地》 射程（2018/4/20 追加） 
誤：射程：０ 
正：射程：－ 
 
p140 《万能ベルト》 効果（2017/11/27 追加） 
※以下の文章を文末に追加。 
このパワーは１イベントにつき 1 回まで使用できる。 
 
p145 《吸収》 効果（2017/11/27 追加） 
誤：ダメージを目標に 
正：ダメージを、キミを除く目標に 
 
p146 《空飛ぶ銀盤》 タイミング（2017/6/19 追加） 
誤：タイミング：強化 
正：タイミング：特殊 
 
p146 《空飛ぶ銀盤》 代償（2017/6/19 追加） 
誤：代償：なし 
正：代償：クレジット１ 
 
 
 
 
 



p146 《空飛ぶ銀盤》 効果（2017/6/19 追加） 
※効果を以下の文章に差し替え。 
行動順ロールの直後に使用できる。 
このラウンドの間、キミはあらゆる状態異常の影響を受けない。このラウンドの間、キミは「移動適正：

飛行、宇宙」を得る。 
 
p147 《フライミートゥザスカイ》 目標（2017/6/19 追加） 
誤：目標：自身 
正：目標：自身＋１体 
 
p.165 柱 再挑戦 
誤：リトライ減少呉 
正：リトライ減少後 
 
p165 柱 再挑戦 １行目  (2018/8/23 追加) 
誤：チェレンジ判定 
正：チャレンジ判定 
 
p165 柱 再挑戦 ４行目  (2018/8/23 追加) 
誤：失われれて 
正：失われて 
 
p179 本文下段８行目（2017/11/27 追加） 
誤：「撤退」 
正：「離脱」 
 
p180 本文上段 11 行目（2017/11/27 追加） 
誤：このエリアに進入 
正：自らの意志でこのエリアに進入 
 
p197 ザ・プロデューサー 「持ち物検査」説明文３行目 
誤：射程が取得済みの 
正：取得済みの 
 
p197 ボックスマン しがみつく（2018/4/20 追加） 
誤：目標が戦闘移動 
正：目標がアクション 
 



p202 ブ・ロ・ブ 《飲み込み》 説明文７行目（2017/6/19 追加） 
誤：パワーの目標 
正：パワーなどの目標 
 
p203 マダム・ヘル 「淑女の仮面」説明文３行目 
誤：「種別：攻撃」 
正：「属性：攻撃」 
 
p206 セッコ １行目 
誤：一つ目、一本足の 
正：一つ目の 
 
p211 ザ・チャンピオン 移動適正（2017/11/27 追加） 
誤：移動適正：地上、飛行 
正：移動適正：地上、飛行、宇宙 
 
p214 ロードウォリア 轢き殺す  (2018/8/23 追加) 
誤：（Ｐ178） 
正：（p178） 
 
p215 スタンダードベアラー 移動適正（2017/11/27 追加） 
誤：移動適正： 
正：移動適正：地上、宇宙 
 
p219 人魂 《恨めしや》 判定（2017/6/19 追加） 
誤：判定：１ 
正：判定：霊能 75％ 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
●シナリオ「１２時間」 
 
p243 チャレンジ判定 判定① 
誤：知覚、または化学 
正：知覚、または科学 
 
 
 
 



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
●その他 
 
カバー（背表紙） (2018/8/23 追加) 
誤：ＤＨ ＲＰＧ 
正：ＤＬＨ ＲＰＧ 
 
カバー（表４折返し） (2018/8/23 追加) 
誤：1d100 
正：1D100 
 
口絵 3 ページ目  (2018/8/23 追加) 
誤：百鬼夜會 

正：百奇夜會 
 
口絵 3 ページ目  (2018/8/23 追加) 
誤：ザ・イミテーター 
正：ザ・イミテイター 
 

 

■学園マッドネス(R2) 
p24 《壁抜け》 効果（2017/11/27 追加） 
誤：のの代償 
正：の代償 
 
p28 トランキライザー  (2018/8/23 追加) 
誤：タイミング：特殊 
正：タイミング：行動 
 
p32 運命の子 効果  (2018/8/23 追加) 
誤：ファンブルではなくクリティカルとなる。 
正：ファンブルではなくクリティカルとなる（ただしキミが［汚名］を受けている場合を除く）。 
 
p40 応急手当 タイミング（2018/4/20 追加） 
誤：タイミング：特殊 
正：タイミング：行動 
 



p40 脳内バディ タイミング（2018/4/20 追加） 
誤：タイミング：行動 
正：タイミング：特殊 
 
p41 日本刀 効果  (2018/8/23 追加) 
誤：クリティカルした場合、目標へ与えるダメージが２Ｄ６点増加する。 
正：クリティカルした場合、目標へ与えるダメージが１Ｄ６点増加する。 
 
p44 《神の干渉》 目標（2017/11/27 追加） 
誤：目標：単体 
正：目標：１体 
 
p44 《希望の象徴》 属性（2017/11/27 追加） 
誤：属性：妨害 
正：属性：回復 
 
p64 本文右段 不整地１行目（2017/11/27 追加） 
誤：このエリアに進入 
正：自らの意志でこのエリアに進入 
 
p66 不整地 効果（2017/11/27 追加） 
誤：このエリアに進入 
正：自らの意志でこのエリアに進入 
 
p79 サイドトラックの決定 ９行目（2017/11/27 追加） 
誤：決めこと 
正：決めること 
 
p102 柱 凶悪なヴィラン組織 ４行目  (2018/8/23 追加) 
誤：レストタイム・ムービーシアター 
正：レイトタイム・ムービーシアター 
 
p109 ヘリオス 完璧な選別（2018/4/20 追加） 
誤：射程：－ 
正：射程：３ 
 
 
 



p112 ジェームズ・モリアーティ 【環境】（2018/4/20 追加） 
誤：作戦 70％ 交渉 80％ 
正：作戦 70％ 隠密 100％ 交渉 80％ 
 
p112 防衛委員 ガード（2018/4/20 追加） 
誤：タイミング：行動 
正：タイミング：特殊 
 
p122 龍鳳院オボロ 俺を捉えられるか？  (2018/8/23 追加) 
誤：タイミング：行動 
正：タイミング：特殊 
 
p125 赤の女王 スレイブアタック  (2018/8/23 追加) 
誤：タイミング：特殊 
正：タイミング：行動 
 
p128 予備メンバー 殺到  (2018/8/23 追加) 
誤：タイミング：行動 
正：タイミング：特殊 
 
p129 夜盗 コンバットナイフ  (2018/8/23 追加) 
誤：タイミング：特殊 
正：タイミング：行動 
 
p132 防衛委員 ガード  (2018/8/23 追加) 
誤：タイミング：行動 
正：タイミング：特殊 
 
p160 あとがき 右段 17 行目（2017/11/27 追加） 
誤：イラストレーターの方々、 
正：イラストレーターの方々、著者からの多くの注文に応じてくれたＤＴＰ担当の江本氏、 
 

  



■半熟英雄コラボデータ 
※こちらの誤りは全て最新版にて修正されております。改めてダウンロードのうえ、お使いください。 
 
p4 《おんせん》 射程 
誤：射程：－ 
正：射程：０ 
 
p4 《おんせん》 目標 
誤：目標：自身 
正：目標：１体 
 
p4 《おんせん》 効果 
誤：効果：キミは 
正：効果：目標は 
 
p5 《たまごのかいふく》 効果 
※効果を以下の文章に差し替え。 
効果：キミの卵ポイントが３点以下の場合、卵ポイントの現在値を４点に変更する。このパワーは１シナ

リオに１回まで使用できる。 
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ロンメルゲームズより刊行されているデッドラインヒーローズＲＰＧ関連書籍のサポートは、ロンメル

ゲームズ公式サイトにて実施しております。 

お問い合わせやエラッタなどについては、以下のリンクよりご確認ください。 

 

●ロンメルゲームズ公式サイト 

http://rommelgames.html.xdomain.jp/ 

  



ウェポンブレイカー用 ヴィラン調整データ 

 

■デッドラインヒーローズ RPG 
p187 ザ・ティーチャー 《毒ガス》 属性 
誤：属性：攻撃 
正：属性：攻撃、装備 
 
p190 殺芽 《斬る!!》 属性 
誤：属性：攻撃 
正：属性：攻撃、装備 
 
p190 殺芽 《弾く!!》 属性 
誤：属性：妨害 
正：属性：妨害、装備 
 
p193 レディ・マリス 《苦痛の鞭》 属性 
誤：属性：攻撃 
正：属性：攻撃、装備 
 
p196 トリックドワーフ 《カボチャ爆弾》 属性 
誤：属性：攻撃 
正：属性：攻撃、装備 
 
p196 トリックドワーフ 《カボチャガス》 属性 
誤：属性：妨害 
正：属性：妨害、装備 
 
p203 マダム・ヘル 《毒針》 属性 
誤：属性：攻撃 
正：属性：攻撃、装備 
 
p203 蘇生請負人リアニメーター 《注射》 属性 
誤：属性：攻撃 
正：属性：攻撃、装備 
 
 



p211 ザ・チャンピオン 《大筒》 属性 
誤：属性：攻撃 
正：属性：攻撃、装備 
 
p214 ミュージシャン 《フレイムギター》 属性 
誤：属性：強化 
正：属性：強化、装備 
 
p214 ミュージシャン 《バンジー!!》 属性 
誤：属性：回復 
正：属性：回復、装備 
 
p214 ロードウォリア 《マシンガン》 属性 
誤：属性：攻撃 
正：属性：攻撃、装備 
 
p215 スタンダードベアラー 《旗包み》 属性 
誤：属性：妨害 
正：属性：妨害、装備 
 
p215 スタンダードベアラー 《スタンダードアタック》 属性 
誤：属性：攻撃 
正：属性：攻撃、装備 
 
p218 ヴィラン・メンバー 《アサルトライフル》 属性 
誤：属性：攻撃 
正：属性：攻撃、装備 
 
p218 セキュリティガード 《パラライザー》 属性 
誤：属性：攻撃 
正：属性：攻撃、装備 
 
p219 テロリスト 《爆弾》 属性 
誤：属性：攻撃 
正：属性：攻撃、装備 
 
 
 



p219 スナイパー 《スナイパーライフル》 属性 
誤：属性：攻撃 
正：属性：攻撃、装備 
 
●シナリオ「１２時間」 
p247 トリックドワーフ 《カボチャ爆弾》 属性 
誤：属性：攻撃 
正：属性：攻撃、装備 
 
p247 トリックドワーフ 《カボチャガス》 属性 
誤：属性：妨害 
正：属性：妨害、装備 
 
p247 レディ・マリス 《苦痛の鞭》 属性 
誤：属性：攻撃 
正：属性：攻撃、装備 
 

■「学園マッドネス」 
p127 赤の女王 クリムゾンサイズ（2017/11/27 追加） 
誤：属性：攻撃 
正：属性：攻撃、装備 
 
p127 赤の女王 フレイムウィップ（2017/11/27 追加） 
誤：属性：攻撃 
正：属性：攻撃、装備 
 
p128 ヴェイパー 蒸気突撃銃（2017/11/27 追加） 
誤：属性：攻撃 
正：属性：攻撃、装備 
 
p128 間諜Ｘ 内蔵暗殺用ナイフ（2017/11/27 追加） 
誤：属性：攻撃 
正：属性：攻撃、装備 
 
p129 カーネム 蒸気回転式機関銃（2017/11/27 追加） 
誤：属性：攻撃 
正：属性：攻撃、装備 



 
p129 ミーレス 蒸気拡散レーザー（2017/11/27 追加） 
誤：属性：攻撃 
正：属性：攻撃、装備 
 
p129 プルトン Dr.Ⅱ 蒸気回転式機関銃（2017/11/27 追加） 
誤：属性：攻撃 
正：属性：攻撃、装備 
 
p129 蒸気Ⅱ号戦車 B 型 蒸気式臼砲（2017/11/27 追加） 
誤：属性：攻撃 
正：属性：攻撃、装備 
 
p129 夜盗 コンバットナイフ（2017/11/27 追加） 
誤：属性：攻撃 
正：属性：攻撃、装備 
 
p130 暗殺者 アサシンナイフ（2017/11/27 追加） 
誤：属性：攻撃 
正：属性：攻撃、装備 
 
p130 科学者 謎の化学兵器（2017/11/27 追加） 
誤：属性：攻撃 
正：属性：攻撃、装備 
 
p131 剣道部部員 面胴篭手（2017/11/27 追加） 
誤：属性：攻撃 
正：属性：攻撃、装備 
 
p131 射撃部部員 狙撃（2017/11/27 追加） 
誤：属性：攻撃 
正：属性：攻撃、装備 
 
p132 暴走族 引き摺る（2017/11/27 追加） 
誤：属性：攻撃 
正：属性：攻撃、装備 
 


