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シナリオ：望月みちる / イラスト：真田康介 

■■■■本本本本シナリオについてシナリオについてシナリオについてシナリオについて    

 

・プレイヤーの人数：4～5 人 

・キャラクターレベル：1 

・所要時間：約 4 時間 

・使用キャラクター：サンプルキャラ、または Lv1 のキャラクターを作成 

 

 

■あらすじ 

 

放課後、PC たちが教室に残っていると、担任のマリアベルが顔を出す。同じクラスの

ジョアンという生徒を探しているようだった。そこへ、アサルトエンジン事務局から事件発

生の報せが届く。商店街にクリーチャーが現れたとのこと。 

マリアベルから事件解決を命じられて現場に赴いたPCたちは、暴れていたクリーチャ

ーを倒し、商店会会長のマドックから礼を受け取る。同時に、頻発する同種の事件の根

本的解決を依頼される。 

 

情報収集を始めた PC たちは、一連の事件にジョアンが関係しているという情報を手

にする。折しも、現れたクリーチャーをジョアンが排除する場面を目撃。事件との関係を

問いつめれば、父親であるハウエルがクリーチャーの研究をしていること、妹エレンの安

全を条件に実験に協力させられていることを告白する。 

だが、PC たちと話す内に「父親は自分が止める」と言って、一人で自宅へと戻る。直

後現れた謎の美少女と PC たちが会話をしている間に、ジョアンとのヘリックスが途切れ

る。 

 

彼の自宅へと急行した PC たちはハウエルと、捕らわれの身となったジョアンとエレン

を発見する。ハウエルは生命科学の研究にのめりこみ、そこをジェネシスにつけ込まれ

て既にモルフと化していた。 

倒されたハウエルは惑乱のダーナにより消される。兄妹を助けた PC たちは学園へと

戻り、事件の解決を報告して商店会会長からの感謝を受ける。 

数日後、学園でジョアンとエレンに出会う。エレンがハイランダーとして目覚めつつあ

ることを告げ、ジョアンは PC たちに改めて感謝を伝えるのだった。 
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■舞台・NPC 解説 

 

・北側一般住宅街と商店街（「ワールドガイド」参照） 

・マリアベル・フィッシャー（「ワールドガイド」参照） 

・マドック・マーコック （男／56 歳） 

学術都市の北側に位置する商店街の会長。 

顔も体も性格も丸々とした穏やかな人柄で、商店街で事件が起きた時はみなに頼りに

されています。商売の腕もなかなかとの評判です。 

 

 

・ジョアン・コールリッジ  

（男／17 歳） 

「僕の事は放って置いてくれないか」 

アサルトエンジンに通う学生。 

サジタリアのハイランダー。 

秀才との呼び名が高く、課される課題や 

クエストなどもそつなくこなしていますが、 

人との間に壁を作りがちで、教室では 1 人 

でいることが多いです。 

 

 

 

 

・エレン・コールリッジ 

（女／13 歳） 

                              「お兄ちゃんをよろしくお願いします」 

ジョアン・コールリッジの妹です。 

兄とは違って人懐っこく、母親の 

いないコールリッジ家の家事もしっ

かりこなしています。 

ハイランダーとして目覚めて

はいませんが、素質は兄より上

と言われています。 
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■シナリオの見方 

 

・・・・概要概要概要概要 

その場所で行われるおおまか内容や、プレイヤーに伝えるべきことなどが書かれてい

ます。GM はここを参照し、以下の二つの項目を PC の状況や性格などに合わせてうまく

調整してください。 

    

・・・・情景描写情景描写情景描写情景描写 

冒頭で、GM が読み上げる内容が書かれています。基本的には GM はそのまま読め

ば良いようになっていますが、状況に応じて、内容を修正してもかまいません。 

    

・・・・イベントイベントイベントイベント 

その場面で起こるイベントが書かれています。情景描写を読み終えた後、頃合を見

て起こしてください。 

イベントは、必ず起こるものと、PC の判定の成否によって起こるものに分かれていま

す。（判定が必要な場合は、その旨が書かれています）これも PC に合わせて GM が修

正してもかまいません。 
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 1.教室（オープニング） 

 

【【【【概要概要概要概要】】】】    

PC たちだけが残っていた教室に、担任のマリアベルがやってきます。 

ちょうどその時、アサルトエンジン事務局からマリアベルへと事件発生が知らされ、マリ

アベルは PC たちに事件解決を命じます。 

 

【【【【情景描写情景描写情景描写情景描写】】】】    

放課後、PC たちだけが残っていた教室へ、担任のマリアベルが顔を覗かせる。 

マリアベルは同じクラスにいるジョアンの行方を探しているようだった。 

マリアベル「ジョアンくんを知らない？ ……そう。もう寮に戻ったのかしら」 

「彼が解決してきている事件のことで、すこしね」 

 

【【【【イベントイベントイベントイベント】】】】    

 「あら。ちょっと失礼」と、マリアベルはこめかみに指を当て、テレパスに集中する。 

 少しの後、マリアベルは PC たちの方を向いて、幾分厳しい表情で告げる 

マリアベル「事務局から、北側の大通りにクリーチャーが現れたという報告が入ったわ。

いつもはジョアンくんが担当している事件なのだけれども……あなたたち、すぐに行って

もらえる？」 

 「この事件はね、何度も起きているの。あなたたちには、根本的な解決を期待してい

ます」 

 

 ここで、PC 内の最低一人にマリアベルとのヘリックスを結ばせるようにしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 5 - 

 2.商店街 

 

【【【【概要概要概要概要】】】】    

 学術都市北側の大通り沿いにある商店で暴れるクリーチャーとの戦闘になります。 

 ウィルを通常時上限まで回復させてください。（ただし、L ウィルはそれで回復しない事

に注意してください）  

戦闘後、商店会主のマドックが来て、最近頻発している同様な事件について説明を

受けます。 

 

【【【【情景描写情景描写情景描写情景描写】】】】    

 PC たちが事件のあった商店街に駆けつけると、クリーチャーが暴れていた。 

 人を襲う様子はないものの、店を壊し食べ物は食い荒らしている。警ら隊も駆けつけ

ていたが、追い払える様子はない。 

 

【【【【イベントイベントイベントイベント】】】】    

PC たちとジャグルリザード×3(全て前衛に配置)との戦闘です。 

 戦闘に勝利したあと、商店会の会長であるマドックが現れ、PC たちに礼を言います。 

マドック「いやぁ、助かったよ。ありがとう」 

 「近頃、こんな事件ばっかりでね。最初は商品を盗む程度でかわいいものだったが、ど

んどん凶暴化して、最近はいつ人間が襲われるかとひやひやものだよ」 

 「いつもはみんなジョアンさんが解決してくれるのだけれどもね。いや、実に助かった」 

 

 マドックは、今回の事件の報酬としてPC1人につき100シルバーを渡したあと、改めて

事件の根本的な解決を依頼します。 

マドック「こうも続くと、商店街の信用にも関わるからね。是非とも、元を断ってもらいた

い」 

 

 マドックは、成功報酬として、PC1 人につき 400 シルバーを約束してくれます。 
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 3.市街 

 

【【【【概要概要概要概要】】】】    

手分けをして、商店や事件関係者らに話を聞きます。 

 

【【【【情景描写情景描写情景描写情景描写】】】】    

商店会会長から改めて事件解決を依頼された PC たちは、これまで被害にあった商

店の場所や関係者の居所を教えられ、まずは話を聞くよう勧められる。 

 

【【【【イベントイベントイベントイベント】】】】    

 各 PC に 1 回ずつ、【知】または【運】出生値による一般判定をさせてください。 

 成功した個数分、上から順に情報が手に入ります。 

 PC の人数が 5 人以下の場合は、判定回数が 5 回になるよう、任意の PC に 2 回判

定させてください。 

 

手手手手にににに入入入入るるるる情報情報情報情報    

・アカデミアに依頼するより前にジョアンが来て解決したことが、幾度もある。 

・クリーチャー出没地点の中心あたりにジョアンの家がある。 

・ジョアンの父は生命科学の研究をしており、ジェネシスの持つ知識を得たがっていた。 

・コールリッジ家は玄関で狂暴な番犬を飼っている。 

・コールリッジ家の中で火を吐く蛇を見た人がいる。 

 

 なお、ジョアンについて調べると PC が言った場合、父親の名前と、エレンという、滅多

に家から出ない妹がいることが、判定無しでわかります。 
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 4.商店前 

 

【【【【概要概要概要概要】】】】    

クリーチャーが出没したという連絡が入り急行した現場で、ジョアンに出会います。 

 

【【【【情景描写情景描写情景描写情景描写】】】】    

 情報収集をしていると、マリアベルからのテレパスが届く。 

マリアベル「商店街の北側にまたクリーチャーが現れたそうです。直ちに向かいなさい」 

 

【【【【イベントイベントイベントイベント】】】】    

現場に急行した PC たちは、クリーチャーの最後の一匹をジョアンが倒す場面に出会

います。いつもはぴしりと制服を着こなしているジョアンですが、戦った直後で多少乱れ

ています。 

PC に気付いたジョアンは、構えていたショットを懐に仕舞い、髪を整えながら振り向き

ます。 

ジョアン「なんだ、君たちか。これは僕の事件だ。余計な手出しをしないでもらいたい」 

 

PC たちが事件との関係を聞くと、ジョアンは急に怒り出しますが、さらに問いつめると、

一連のクリーチャー騒ぎに父が関係していること、そして妹に手を出さないことを条件に

実験に協力し、後始末を引き受けていることを告白します。 

ジョアン「君たちには関係ないだろ。ほっといてくれ！」 

 「そうだよ。父はクリーチャーの実験をしているんだ」 

 「仕方がなかったんだ。僕が協力しなければ、妹で実験するなんて言うから……」 

「……わかった。父に、話をしてくる。こんな実験、もう止めるように」 

 

なにかあったら連絡すると言って、ジョアンは PC とヘリックスを結び、一人で家へ帰り

ます。その直後、物陰から窺っていたらしき少女が PC たちの前に現れます。 

謎の美少女「くす。あのお兄ちゃん、説得だなんて言って。もう無駄なのにねー」 

 「え、私のこと知りたいの？ んー、犬になってくれたら、教えてあげてもいいよ？」 

彼女の正体は始祖ジェネシスの一人、惑乱のダーナです。 

（ただし、この時点では情報が不足しているので判定をしても PC にはわかりません） 

 会話しても構いませんが、どんな質問もはぐらかされます。そのうちに、ジョアンからテ

レパスが届きます。 

ジョアン「駄目だ。やっぱり、父はもう……！」 

 そして、ジョアンとのヘリックスが途切れます。気付けばダーナの姿はありません。 
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 5-A.コールリッジ家玄関 

 

【【【【概要概要概要概要】】】】    

 説得に行くと言ったジョアンの後を追い、彼の自宅へと向かいます。 

 家に踏み込むと、クリーチャーとの戦闘になります。 

ウィルを通常時上限まで回復させてください。（ただし、L ウィルはそれで回復しない事

に注意してください） 

 

【【【【情景描写情景描写情景描写情景描写】】】】    

 コールリッジ家は、ごく普通の一戸建てのように見えた。 

 門をくぐり、小さな前庭を抜けて玄関の前に立つと、扉の向こうから荒々しい鳴き声が

聞こえてくる。 

 

【【【【イベントイベントイベントイベント】】】】    

 コールリッジ家の玄関扉には鍵が掛かっています。 

 玄関の扉を破るには、任意の PC の 1 人が【体】出生値による一般判定に成功する必

要があります。 

 1回の試みで成功すればPC側の奇襲となりますが、3回以上かかった場合は敵の奇

襲となります。 

 奇襲となった場合、奇襲された側は自分の行動値になるまで、白兵回避・射撃回避

が行えなくなります。２ラウンド目以降は、通常通り解決してください。 

 

玄関に突入したあとは、ダガーウルフ×3(前衛に配置) とフレアスネーク×1(後衛

に配置) との戦闘になります。 

 

 戦闘後、奥の部屋から言い争うような声が聞こえてくることに気が付きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 9 - 

 5-B.コールリッジ家研究室 

 

【【【【概要概要概要概要】】】】    

 ハウエルとの最終戦闘になります。 

 ウィルを通常時上限まで回復させてください。（ただし、L ウィルはそれで回復しない事

に注意してください） 

 

【【【【情景描写情景描写情景描写情景描写】】】】    

 奥の部屋に進むと、そこは生命科学の研究室になっていた。 

 様々な実験資材が置かれた中に白衣を来たハウエルが立っており、部屋の奥には巨

大なカプセル状の機械が 2 台並んでいる。 

 カプセルの片方には、ぐったりとした少女が入れられており、もう片方の中ではジョアン

が叫んでいた。 

ジョアン「やめろ！ エレンには手を出さないって約束だっただろ！」 

ハウエル「おまえが良い子にしていたら、という約束だったはずだ。おや、お客さんかな」 

 

【【【【イベントイベントイベントイベント】】】】    

PC たちに気付くと、ハウエルは向き直って狂気めいた笑みを浮かべます。 

ハウエル「やあ、ハイランダー諸君。君たちは息子の同級生だね？ 話は聞いている

よ」 

 「私の研究成果はどうだったかね。アサルトエンジンなどには及びも付かないだろう？」 

 「これから、最高の材料で実験をするのだよ。くくく、ハイランダーの可能性を秘めた人

間に、あの方から頂いたコードを注入すれば、どれほどすばらしいクリーチャーになるだ

ろう」 

 「私の邪魔をするのかね。なら丁度良い。君たちも、息子と一緒に研究材料にしてあ

げよう」 

 

 「完全生物となった私の能力、君たちで試させてもらうよ」 

 ハウエルの背が伸び、全体的に細長くなります。両腕はまるで鞭のように細く、しなる

ようになります。 

 

PC4 人の場合、ハウエルとフレアスネーク×1(共に後衛に配置)、フォートトータス×

2(前衛に配置)との戦闘になります。 

PCが 5人だった場合は、フレアスネークとフォートトータスをそれぞれ1ずつ増やしてく

ださい。 
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戦闘後、床に倒れたハウエルの後ろに、惑乱のダーナが姿を現します。 

 

惑乱のダーナ「あーあ。せっかく玩具あげたのに、失敗するなんてつまんない。しかたな

いから、おじさんが実験材料になってよね」 

ハウエル「あ、ダーナ様、もうしわけありませ……は、そ、それだけは……うわぁぁぁ」 

 

 ダーナがナイフかペンのようなものをハウエルに突き刺すと、ハウエルは細かな光の

粒子となってその中に吸い込まれていきます。それと同時にダーナ自身も光の霧散と

共に姿を消します。 

 

 この時点で、任意の PC の 1 人に【知】出生値による一般判定をさせてください。 

 成功すると、その消えた少女が惑乱のダーナである事がわかります。 

 

 ジョアンと妹のエレンを機械から助け出すと、ジョアンは消耗してはいるものの、しっかり

とした口調で PC に礼を述べます。 

ジョアン「妹を、助けてくれてありがとう。父のことは、気にしなくていい……」 

 「また、学園でな」 

 

 まだ眠ったままのエレンを抱いて、ジョアンは奥へ消えていきます。 
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 6.教室（エンディング） 

 

【【【【概要概要概要概要】】】】    

 商店会を代表してマドックから感謝を述べられます。 

 

【【【【情景描写情景描写情景描写情景描写】】】】    

 PC たちが報告のために教室へと戻ると、マリアベルの他に、マドックが待っていた。 

 子細をマリアベルから聞いたらしいマドックは、満面の笑みを浮かべて PC たちの手を

握る。 

マドック「いやぁ、君たちのおかげで本当に助かった。これからは、クリーチャーに怯えな

いで商売出来るよ」 

 

【【【【イベントイベントイベントイベント】】】】    

 マドックから感謝の言葉と共に、400 シルバーの報酬を渡されます。 

 マリアベルからのねぎらいの言葉をもらい、クリーチャー連続出現事件は無事に終息

します。 

 消えた少女（惑乱のダーナ）の事を報告するならば厳しい顔になります。（もし PC が

「5-B．コールリッジ家研究室」の判定で失敗しているなら、マリアベルからその少女が

惑乱のダーナである事を教えてくれます） 

 

 ジョアンは、しばらく学園を休みますが、1 週間ほど経った頃、妹のエレンと一緒に顔を

出します。エレンにハイランダー能力発現の徴候が見られるとのことで、編入手続きに

来たとのことです。 

ジョアン「あの時はありがとう。これからも…友達でいてくれるか」 

エレン「お兄ちゃんたち、ありがとう」 

 ジョアンは PC たちに手を差し出し、隣でエレンは微笑みながら頭を下げます。 

 

 以上でゲーム終了となります。GM は経験点 200 点を各 PC にあげてください。 

 

 

 

 

 

 

 



■■■■クリーチャーデータクリーチャーデータクリーチャーデータクリーチャーデータ

ＬＶＬＶＬＶＬＶ
行動値行動値行動値行動値 防御防御防御防御 ＨＰＨＰＨＰＨＰ

回避回避回避回避 10101010 ％％％％ 7777 ％％％％

攻撃攻撃攻撃攻撃①①①① 白兵白兵白兵白兵 ［［［［近距離近距離近距離近距離］］］］ 命中命中命中命中 80808080 ％％％％ ダメージダメージダメージダメージ ２２２２ＤＤＤＤ６６６６ ＋＋＋＋３３３３
備考備考備考備考

（（（（攻撃攻撃攻撃攻撃②②②②）））） 命中命中命中命中 ％％％％ ダメージダメージダメージダメージ ＤＤＤＤ６６６６
備考備考備考備考

トカゲのトカゲのトカゲのトカゲの遺伝子遺伝子遺伝子遺伝子をををを宿宿宿宿したクリーチャーでしたクリーチャーでしたクリーチャーでしたクリーチャーで、、、、人間人間人間人間のののの子供子供子供子供ほどのほどのほどのほどの大大大大きさですきさですきさですきさです。。。。
二本足二本足二本足二本足でででで立立立立ちちちち、、、、手手手手にににに持持持持ったナイフをったナイフをったナイフをったナイフを器用器用器用器用にににに操操操操ってってってって攻撃攻撃攻撃攻撃してきますしてきますしてきますしてきます。 。 。 。 

ＬＶＬＶＬＶＬＶ
行動値行動値行動値行動値 防御防御防御防御 ＨＰＨＰＨＰＨＰ

回避回避回避回避 8888 ％％％％ 5555 ％％％％

攻撃攻撃攻撃攻撃①①①① 白兵白兵白兵白兵 ［［［［近距離近距離近距離近距離］］］］ 命中命中命中命中 82828282 ％％％％ ダメージダメージダメージダメージ ２２２２ＤＤＤＤ６６６６ ＋＋＋＋３３３３
備考備考備考備考

（（（（攻撃攻撃攻撃攻撃②②②②）））） 命中命中命中命中 ％％％％ ダメージダメージダメージダメージ ＤＤＤＤ６６６６
備考備考備考備考

狼狼狼狼のののの遺伝子遺伝子遺伝子遺伝子をををを有有有有したクリーチャーですしたクリーチャーですしたクリーチャーですしたクリーチャーです。。。。
野生野生野生野生のののの狼狼狼狼よりもよりもよりもよりも一回一回一回一回りりりり大大大大きくきくきくきく、、、、獲物獲物獲物獲物にににに突突突突きききき立立立立てるてるてるてる際際際際、、、、短剣短剣短剣短剣にににに変異変異変異変異するするするする牙牙牙牙がががが特徴的特徴的特徴的特徴的ですですですです。。。。

ＬＶＬＶＬＶＬＶ
行動値行動値行動値行動値 防御防御防御防御 ＨＰＨＰＨＰＨＰ

回避回避回避回避 7777 ％％％％ 9999 ％％％％

攻撃攻撃攻撃攻撃①①①① 射撃射撃射撃射撃 ［［［［遠距離遠距離遠距離遠距離］］］］ 命中命中命中命中 78787878 ％％％％ ダメージダメージダメージダメージ ２２２２ＤＤＤＤ６６６６ ＋＋＋＋３３３３
備考備考備考備考

（（（（攻撃攻撃攻撃攻撃②②②②）））） 命中命中命中命中 ％％％％ ダメージダメージダメージダメージ ＤＤＤＤ６６６６
備考備考備考備考

蛇蛇蛇蛇のののの遺伝子遺伝子遺伝子遺伝子をををを宿宿宿宿したクリーチャーですしたクリーチャーですしたクリーチャーですしたクリーチャーです。。。。
全長 全長 全長 全長 1m 1m 1m 1m ほどでほどでほどでほどで毒液毒液毒液毒液のののの代代代代わりにわりにわりにわりに可燃性可燃性可燃性可燃性のののの液体液体液体液体をををを作作作作りりりり出出出出しししし炎炎炎炎のののの玉玉玉玉をををを吐吐吐吐きききき出出出出してしてしてして攻撃攻撃攻撃攻撃してきますしてきますしてきますしてきます。 。 。 。 

ＬＶＬＶＬＶＬＶ
行動値行動値行動値行動値 防御防御防御防御 ＨＰＨＰＨＰＨＰ

回避回避回避回避 5555 ％％％％ 3333 ％％％％

攻撃攻撃攻撃攻撃①①①① 白兵白兵白兵白兵 ［［［［近距離近距離近距離近距離］］］］ 命中命中命中命中 76767676 ％％％％ ダメージダメージダメージダメージ ２２２２ＤＤＤＤ６６６６ ＋＋＋＋４４４４
備考備考備考備考

（（（（攻撃攻撃攻撃攻撃②②②②）））） 命中命中命中命中 ％％％％ ダメージダメージダメージダメージ ＤＤＤＤ６６６６
備考備考備考備考

陸亀陸亀陸亀陸亀のののの遺伝子遺伝子遺伝子遺伝子をををを宿宿宿宿したクリーチャーですしたクリーチャーですしたクリーチャーですしたクリーチャーです。。。。
甲羅甲羅甲羅甲羅にににに背負背負背負背負ったったったった二門二門二門二門のののの鉄杭鉄杭鉄杭鉄杭をををを武器武器武器武器にににに立立立立ちはだかってきますちはだかってきますちはだかってきますちはだかってきます。。。。
どんなどんなどんなどんな攻撃攻撃攻撃攻撃にもにもにもにも動動動動じぬじぬじぬじぬ姿姿姿姿はははは、、、、まさにまさにまさにまさに要塞要塞要塞要塞ですですですです。 。 。 。 

1111

1111

1111

解説解説解説解説

白兵回避白兵回避白兵回避白兵回避 射撃回避射撃回避射撃回避射撃回避
攻撃攻撃攻撃攻撃データデータデータデータ

10101010 3333 52525252
弱点属性弱点属性弱点属性弱点属性 氷氷氷氷

攻撃攻撃攻撃攻撃データデータデータデータ

解説解説解説解説

クリーチャークリーチャークリーチャークリーチャー名名名名 フレアスネークフレアスネークフレアスネークフレアスネーク

43434343
弱点属性弱点属性弱点属性弱点属性 火火火火

白兵回避白兵回避白兵回避白兵回避 射撃回避射撃回避射撃回避射撃回避

クリーチャークリーチャークリーチャークリーチャー名名名名 ダガーウルフダガーウルフダガーウルフダガーウルフ
12121212 3333

攻撃攻撃攻撃攻撃データデータデータデータ

解説解説解説解説

8888 2222 38383838
氷氷氷氷

クリーチャークリーチャークリーチャークリーチャー名名名名

弱点属性弱点属性弱点属性弱点属性
白兵回避白兵回避白兵回避白兵回避 射撃回避射撃回避射撃回避射撃回避

ジャグルリザードジャグルリザードジャグルリザードジャグルリザード 1111

クリーチャークリーチャークリーチャークリーチャー名名名名 フォートトータスフォートトータスフォートトータスフォートトータス
4444 6666

攻撃攻撃攻撃攻撃データデータデータデータ

解説解説解説解説

70707070
弱点属性弱点属性弱点属性弱点属性 雷雷雷雷

白兵回避白兵回避白兵回避白兵回避 射撃回避射撃回避射撃回避射撃回避



■■■■モルフデータモルフデータモルフデータモルフデータ

ＬＶＬＶＬＶＬＶ
××××

出生値出生値出生値出生値 【【【【体体体体】】】】 3333 【【【【知知知知】】】】 13131313 【【【【速速速速】】】】 10101010 【【【【運運運運】】】】 7777
行動値行動値行動値行動値 10101010 防御防御防御防御 1111
回避回避回避回避 3333 ％％％％ 11111111 ％％％％

攻撃攻撃攻撃攻撃①①①① 射撃射撃射撃射撃 ［［［［遠距離遠距離遠距離遠距離］］］］ 命中命中命中命中 39393939 ％％％％ ダメージダメージダメージダメージ ４４４４ＤＤＤＤ６６６６ ＋＋＋＋１１１１
備考備考備考備考 　《　《　《　《エナジーショットエナジーショットエナジーショットエナジーショット》》》》によるによるによるによる攻撃攻撃攻撃攻撃。。。。２２２２体体体体までまでまでまで攻撃可能攻撃可能攻撃可能攻撃可能

（（（（攻撃攻撃攻撃攻撃②②②②）））） 命中命中命中命中 ％％％％ ダメージダメージダメージダメージ ＤＤＤＤ６６６６
備考備考備考備考

ＬＶＬＶＬＶＬＶ 種別種別種別種別 コストコストコストコスト

生命科学生命科学生命科学生命科学のののの研究者研究者研究者研究者でででで、、、、昔昔昔昔はアサルトエンジンではアサルトエンジンではアサルトエンジンではアサルトエンジンで研究研究研究研究していたとしていたとしていたとしていたと周囲周囲周囲周囲にににに言言言言っていますがっていますがっていますがっていますが、、、、
真偽真偽真偽真偽のほどはのほどはのほどはのほどは定定定定かではありませんかではありませんかではありませんかではありません。。。。昔昔昔昔からからからから研究第一研究第一研究第一研究第一でででで過過過過ごしておりごしておりごしておりごしており、、、、妻妻妻妻とととと死別死別死別死別してからしてからしてからしてから
はそれにはそれにはそれにはそれに拍車拍車拍車拍車がががが掛掛掛掛かったようですかったようですかったようですかったようです。。。。

対象対象対象対象のののの行行行行うううう（（（（行行行行ったったったった））））判定判定判定判定のののの成功率+10%成功率+10%成功率+10%成功率+10%
1シナリオ31シナリオ31シナリオ31シナリオ3回回回回までまでまでまで使用可能使用可能使用可能使用可能
命中+0%命中+0%命中+0%命中+0%・・・・攻撃力+2攻撃力+2攻撃力+2攻撃力+2のブースターをのブースターをのブースターをのブースターを作成作成作成作成
計算済計算済計算済計算済

解説解説解説解説

変質変質変質変質ポイントポイントポイントポイント分装備分装備分装備分装備 マントマントマントマント

0000 ＨＰＨＰＨＰＨＰにににに＋300。＋300。＋300。＋300。計算済計算済計算済計算済

効果等効果等効果等効果等

0000

0000

ダメージのダメージのダメージのダメージの固定値固定値固定値固定値を 3 につき を 3 につき を 3 につき を 3 につき 1D 1D 1D 1D にににに変換変換変換変換

スフィア・エレメンタラースフィア・エレメンタラースフィア・エレメンタラースフィア・エレメンタラー 1111 ININININ ＸＸＸＸ エナジーショットのエナジーショットのエナジーショットのエナジーショットの対象対象対象対象を2を2を2を2体体体体までまでまでまで拡大拡大拡大拡大

無属性無属性無属性無属性のののの射撃攻撃射撃攻撃射撃攻撃射撃攻撃をををを行行行行うううう。。。。計算済計算済計算済計算済

エレメントエンハンスエレメントエンハンスエレメントエンハンスエレメントエンハンス 1111 PEPEPEPE 0000 《《《《エナジーショットエナジーショットエナジーショットエナジーショット》》》》のののの命中命中命中命中に+2%に+2%に+2%に+2%。。。。計算済計算済計算済計算済

エナジーショットエナジーショットエナジーショットエナジーショット 1111 ACACACAC 3333

エクリプスコードエクリプスコードエクリプスコードエクリプスコード 1111 ININININ 0000

メイキング・ブースターメイキング・ブースターメイキング・ブースターメイキング・ブースター 1111 ININININ 0000

5ラウンド5ラウンド5ラウンド5ラウンド目目目目よりよりよりより自自自自ターンターンターンターン中2回行動中2回行動中2回行動中2回行動になるになるになるになる
またターンまたターンまたターンまたターン開始直前開始直前開始直前開始直前ににににMPMPMPMPがががが最大値最大値最大値最大値までまでまでまで回復回復回復回復

スワップスワップスワップスワップ 1111 ININININ 1D1001D1001D1001D100ダイスの1のダイスの1のダイスの1のダイスの1の位位位位と10のと10のと10のと10の位位位位をををを好好好好きにきにきにきに選選選選べるべるべるべる

インセインインセインインセインインセイン 1111 PEPEPEPE 0000

コンヴァージョンコンヴァージョンコンヴァージョンコンヴァージョン 1111 ININININ
計算済計算済計算済計算済

ヴァイタルインクリースヴァイタルインクリースヴァイタルインクリースヴァイタルインクリース 3333 PEPEPEPE

攻撃攻撃攻撃攻撃データデータデータデータ

アーツアーツアーツアーツ
アーツアーツアーツアーツ名名名名

ＨＰＨＰＨＰＨＰ 323323323323

ＭＰＭＰＭＰＭＰ 48484848

弱点属性弱点属性弱点属性弱点属性 氷氷氷氷
白兵回避白兵回避白兵回避白兵回避 射撃回避射撃回避射撃回避射撃回避

名前名前名前名前 ハウエル・コールリッジハウエル・コールリッジハウエル・コールリッジハウエル・コールリッジ 1111
シークエンスシークエンスシークエンスシークエンス エレメンタラーエレメンタラーエレメンタラーエレメンタラー エレメンタラーエレメンタラーエレメンタラーエレメンタラー


