
■エネミー・コンペンディウムⅡ

01

■エネミー・コンペンディウムⅡ

01

　本Webサポートの使用には、

『ルール 1』と『ルール 2』が必要

となる。また、ワールド的な情報

で、一部『アドバンスフォース』

に触れている（運用そのものには

必要ない）。
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エネミー特技
　以下に紹介するのは、エネミー専用
の特技となる。ＧＭはこれらの特技を
任意にＮＰＣに取得させてよいものと
する。また、ＧＭはここに掲載されて
いないエネミー特技を自作しても構わ
ない。すべてのエネミー特技はマスコ
ンバットにおいても使用できるものと
する。

追加エネミーデータ
　あなたたちがセッションで使用する
ためのエネミーを紹介する。出身世界
は様々だが、あなたのシナリオをデザ
インする助けとなるはずだ。
　もちろん、演出や出身世界を変えて
別のエネミーとして扱ってもよい。ア
イデアはあなた次第である。

激怒 ウォードッグ

副種別：人造 バッファロー

副種別：亡者 ゴブリン・シャーマン

ガード能力 ヴァンパイアバット

効果：盾や武器、あるいは魔法の守り
などによって自らの肉体を防御する特
技。
　対象となるダメージの適用までの
間、このエネミーの〈武器〉属性の
防御力を＋ [LV × 5] する。この効果
はガード（『ルール 1』P264）による
ものとして扱われる。ＬＶが６以上に
なった場合、コストは 10MPとして扱
われる。

効果：このエネミーがピンチになった
ときに真の力を発揮することをあらわ
す特技。
　ＨＰが上限の半分以下になった場
合、このエネミーが行なうすべての命
中判定の達成値に＋ LV、ダメージに
＋ [LV × 5] する。

判定：̶　　　対象：自身 判定：̶　　　対象：自身
タイミング：ダメージロールの直後 タイミング：常時
最大レベル：10　　種別：エネミー 最大レベル：10　　種別：エネミー

射程：̶　　　目標値：̶ 射程：̶　　　目標値：̶
コスト：5MP コスト：̶

副種別：植物 ゾンビ

副種別：蟲 ゴブリン・シールダー

守護の群れⅡ ジャイアントラット

副種別：非実体 ゴブリン・グレネーダー

効果：このモブが、他者を守るために
高度な訓練を受けていることをあらわ
す特技。
　この特技は「種別：モブ」のエネミー
しか取得できない。この特技を取得し
ているエネミーはカバーリング（『ルー
ル 1』P263）を行なうことができ、加
えてカバーリングを行なっても行動済
にならない。また、行動済であっても
カバーリングを行なうことができる。

効果：　このエネミーに対する〈武器〉
〈衝撃〉〈体内〉属性による攻撃は、何
らかのクラス特技によってダメージを
増加させる効果を受けていない場合、
ダメージを与えることができない。こ
のエネミーは壁などの障害物が存在し
ないものとして移動でき、特殊地形の
効果を受けない。また、バッドステー
タスの毒、出血、炎上を受けない。

効果：このエネミーが昆虫や蜘蛛など、
脊椎動物とはまったく違う性質を持つ
存在であることをあらわす。
　このエネミーは放心のバッドステー
タスを受けることがなく、明度の影響
を受けない。加えてダメージを受けた
場合でも士気が低下しない。

効果：このエネミーがスケルトンやゾ
ンビなど、混沌核の力で蠢く死者であ
ることをあらわす。アーティストのア
ンデッドはこれに含まない。
　このエネミーは毒、出血、放心、憎
悪のバッドステータスを受けることが
ない。また、特殊地形：毒気の効果を
無視することができる。加えてダメー
ジを受けた場合でも士気が低下しな
い。

効果：このエネミーが植物や菌類のよ
うな存在であることをあらわす特技。
　このエネミーは出血、硬直、放心、
捕縛、消耗、憎悪のバッドステータス
を受けず、明度の影響を受けない。加
えてダメージを受けた場合でも士気が
低下しない。また、《属性弱点：炎熱》
を持つものとして扱われる。

効果：このエネミーがゴーレムや機械
人形、異世界の兵器などであることを
あらわす特技。バリスタなどの攻城兵
器からなる部隊もこれに含む。
　このエネミーは毒、出血、放心、憎
悪のバッドステータスを受けることが
ない。また、特殊地形：毒気の効果を
無視することができる。

判定：̶　　　対象：自身

判定：̶　　　対象：自身 判定：̶　　　対象：自身 判定：̶　　　対象：自身

判定：̶　　　対象：自身 判定：̶　　　対象：自身
タイミング：常時

タイミング：常時 タイミング：常時 タイミング：常時

タイミング：常時 タイミング：常時
最大レベル：１　　種別：エネミー

最大レベル：１　　種別：エネミー 最大レベル：１　　種別：エネミー 最大レベル：１　　種別：エネミー

最大レベル：１　　種別：エネミー 最大レベル：１　　種別：エネミー

射程：̶　　　目標値：̶

射程：̶　　　目標値：̶ 射程：̶　　　目標値：̶ 射程：̶　　　目標値：̶

射程：̶　　　目標値：̶ 射程：̶　　　目標値：̶
コスト：̶

コスト：̶ コスト：̶ コスト：̶

コスト：̶ コスト：̶

リアクション：13

リアクション：5

リアクション：8

リアクション：13

リアクション：13

リアクション：９

リアクション：12

リアクション：９

種別：動物（モブ）

種別：動物（モブ）種別：動物（モブ）

種別： 種別： 種別：

種別：動物（モブ）

種別：動物（モブ）

出身世界：アトラタン

出身世界：アトラタン出身世界：アトラタン

出身世界： 出身世界： 出身世界：

出身世界：アトラタン

出身世界：アトラタン

レベル：１

レベル：２

レベル：３

レベル：１

レベル：３

レベル：１

レベル：２

レベル：３

ＨＰ：10　　　ＭＰ：20

ＨＰ：50　　　ＭＰ：20

ＨＰ：37　　　ＭＰ：20

ＨＰ：15　　　ＭＰ：10

ＨＰ：35　　　ＭＰ：20

ＨＰ：17　　　ＭＰ：22

ＨＰ：24　　　ＭＰ：17

ＨＰ：29　　　ＭＰ：30

行動値：13　　移動力：４

行動値：４　　移動力：２

行動値：４　　移動力：２

行動値：15　　移動力：４

行動値：６　　移動力：３

行動値：13　　移動力：４

行動値：９　　移動力：４

行動値：７　　移動力：２

解説：洞窟などに住んでいる肉食性のコウモリ。
血管に傷を付けることでその血を啜ることから、
ヴァンパイアと呼ばれるようになった。

解説：混沌の力によって墓場から蘇った亡者。
腐乱した肉体を混沌の力で動かし、彼らの列に
加えるべく迫ってくる。動きは鈍いが、おそろし
くしぶとい。

解説：大型の楯を持ったゴブリンの歩兵。味方
をかばうが、これは情愛からではなく、おだてら
れたか騙されたかしているのだ。

解説：混沌の影響で巨大化したネズミの大群。
戦闘力はさほどでもないが、疫病をまき散らす
かつてない災厄である。

解説：おだてられた結果、点火すると爆発する
ある種のキノコと釘を詰め込んだ樽を持って突撃
してくるゴブリン。《自爆》は移動を行なったメ
インプ　用できない。

解説：訓練を受けた犬の群れ。戦闘力は狼ほど
ではないが、相手の動きを素早く押しとどめる技
に長けている。

解説：牛。家畜化されたものから、原野に住む
水牛や野牛まで、アトラタンの各地で見ることが
できる。言うまでもないが、人間が太刀打ちで
きる相手ではない。

解説：簡単な魔法を使う力を手に入れたゴブリ
ン。彼らの部族では知識階級として尊敬され、
戦の指導者となる。

《牙》：メジャー。射程０Ｓｑの単体に白兵攻
撃。命中判定 2D+6。〈武器〉2D+1 点のダメー
ジと出血を与える。
《超音波》：常時。明度の影響を受けない。
《飛行能力》１：（『ルール 1』P335）

《押し寄せる》：メジャー。射程０Sq の単体に
白兵攻撃。命中判定 3D+8。〈武器〉3D+6 点
のダメージと毒４を与える。
《属性弱点：炎熱》１：(『ルール 1』P334）
《副種別：亡者》１：（P2）

《ガード能力》１：(P2）
《守護の群れⅡ》１：（P2）
《アックス》：メジャー。射程０Ｓｑの単体に白
兵攻撃。命中判定2D+4。〈武器〉3D+3のダメー
ジを与える。

《破壊機能》１：（『ルール 2』P291）
《牙》：メジャー。射程０Ｓｑの単体に白兵攻
撃。命中判定 3D+6。〈武器〉2D+5 点のダメー
ジと毒５を与える。

《ショートスピア》：メジャー。射程０Ｓｑの
単体に白兵攻撃。命中判定 2D+5。〈武器〉
3D+6 のダメージを与える。
《自爆》：メジャー。射程０Ｓｑの十字に射撃
攻撃。命中判定 3D+10。〈炎熱〉5D+5 のダメー
ジを与える。このエネミーは死亡する。

《妨害》１：（『ルール 1』P335）
《飛びかかる》：マイナー。そのメインプロセス
の白兵攻撃のダメージ＋ 1Dし、ダメージを与
えた対象に硬直を与える。
《牙》：メジャー。射程０Ｓｑの単体に白兵攻撃。
命中判定 3D+5。〈武器〉2D+6 点のダメージ
を与える。

《角》：メジャー。射程０Sq の単体に白兵攻撃。
命中判定 3D+8。〈武器〉3D+4 点のダメージ。
《突撃》：常時。このエネミーの行なう白兵攻撃
のダメージに、そのプロセスで移動した Sq ×
2 を追加する。
《激怒》１：(P2）

《目つぶしの魔法》：判定の直後。射程２Ｓｑ
の単体が行なった判定の達成値を－２する。
10MP 消費。
《火の玉魔法》：メジャー。射程３Ｓｑの範囲
１に射撃攻撃。命中判定 3D+6。〈炎熱〉2D
＋ 2 のダメージを与える。

武器

武器

武器

武器

武器

武器

武器

武器

炎熱

炎熱

炎熱

炎熱

炎熱

炎熱

炎熱

炎熱

衝撃

衝撃

衝撃

衝撃

衝撃

衝撃

衝撃

衝撃

体内

体内

体内

体内

体内

体内

体内

体内

防御力

防御力

防御力

防御力

防御力

防御力

防御力

防御力

特技

特技

特技

特技

特技

特技

特技

特技

0

8

7

0

3

3

8

4

0

0

2

0

0

1

1

0 0

0

0

6

0

2

3

3 0

2

０

０

０

０

０

0

混沌／妖精（モブ） 混沌／妖精（モブ） 混沌／妖精（モブ）ティル・ナ・ノーグ ティル・ナ・ノーグ ティル・ナ・ノーグ
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ウォードッグ テンタクラー

ヒッポカンポス ペガサス

サテュロス ジャイアントスコーピオン

マーフォーク 熟練弓兵ジャイアントワスプ 熟練兵士

タイガー ヒポグリフ

クロコダイル コンストリクター

ジャイアントリザード バブーン

ボーリングビートル ミルメコレオ

リアクション：14 リアクション：8リアクション：13 リアクション：10

リアクション：15 リアクション：13

リアクション 14 リアクション 13

リアクション：10 リアクション：14

リアクション：10 リアクション：12

リアクション：9 リアクション：15

リアクション：13 リアクション：14

リアクション：９ リアクション：14

種別：動物 種別：混沌／魔獣

種別：動物 種別：動物種別：混沌／昆虫

種別：動物 種別：動物／類人猿

種別：

種別： 種別：

種別：

種別：動物（モブ） 種別：人間（モブ） 種別：人間（モブ） 種別：混沌／魔獣

種別：混沌／魔獣 種別：混沌／魔獣

種別：混沌／動物

出身世界：オリンポス出身世界：アトラタン

出身世界：アトラタン 出身世界：アトラタン

出身世界：アトラタン 出身世界：アトラタン出身世界：オリンポス 出身世界：アトラタン

出身世界：アトラタン 出身世界：不明

出身世界：アトラタン 出身世界：ディアボロス

出身世界：アトラタン 出身世界：アトラタン 出身世界：アトラタン 出身世界：ディアボロス

出身世界：オリンポス 出身世界：オリンポス

レベル：３ レベル：５レベル：３ レベル：５

レベル：４ レベル：５

レベル：５ レベル：６

レベル：４ レベル：５

レベル：４ レベル：５

レベル：１ レベル：５

レベル：４ レベル：５

レベル：５ レベル：６

ＨＰ：34　　　ＭＰ：22 ＨＰ：50　　　ＭＰ：33ＨＰ：23　　　ＭＰ：20 ＨＰ：55　　　ＭＰ：38

ＨＰ：42　　　ＭＰ：20 ＨＰ：49　　　ＭＰ：22

ＨＰ：42　　　ＭＰ：13 ＨＰ：55　　　ＭＰ：27

ＨＰ：44　　　ＭＰ：19 ＨＰ：38　　　ＭＰ：32

ＨＰ：33　　　ＭＰ：20 ＨＰ：44　　　ＭＰ：24

ＨＰ：17　　　ＭＰ：22 ＨＰ：48　　　ＭＰ：18

ＨＰ：43　　　ＭＰ：21 ＨＰ：44　　　ＭＰ：21

ＨＰ：45　　　ＭＰ：40 ＨＰ：52　　　ＭＰ：33

行動値：６　　移動力：３ 行動値：７　　移動力：３行動値：12　　移動力：３ 行動値：９　　移動力：３

行動値：12　　移動力：４ 行動値：12　　移動力：４

行動値：10　　移動力：３ 行動値：13　　移動力：３

行動値：７　　移動力：２ 行動値：７　　移動力：３

行動値：８　　移動力：４ 行動値：10　　移動力：３

行動値：13　　移動力：４ 行動値：11　　移動力：２

行動値：14　　移動力：４ 行動値：13　　移動力：４

行動値：８　　移動力：３ 行動値：８　　移動力：３

解説：いわゆる人魚族。平和を好む者が多いが、
誇りを傷つけられれば獰猛な反撃を行なう。ま
た、中には海賊となる者もある。

解説：弓の訓練に一日数時間を費やしている熟
練の弓兵。雇用するための費用が騎兵に匹敵す
る高価な兵種である。

解説：混沌の影響によって巨大化したスズメバ
チ。毒で殺した対象を肉片に変えて巣に持ち帰
ることを無上の喜びとしている。

解説：一般の兵士たちよりも厳しい訓練を受け
た職業軍人。数が揃い、指揮官に恵まれればた
いていの怪物を凌駕できる。

解説：しなやかな肉体を持ち、狩りを行なう森
の王者。それがタイガーである。素早く急所を
狙い、相手を確実に仕留める。

解説：グリフォン（後述）と牝馬の間に生まれ
た半投影体。グリフォンより気性がおとなしいた
め、しばしば人間によって飼育されることがある。

解説：巨大なあぎとを持つ鰐である。沼沢地や
河に住まう彼らは、なわばりに侵入した者を貪り
喰うことを大いに喜ぶ。

解説：胴回りが人間の大人よりも太い巨大な蛇。
毒こそ持っていないが、強靱な尾によって相手
の動きをじわじわ制限して殺す。

解説：子馬ほどもある巨大な蜥蜴。その獰猛な
歯は雑菌の巣で、出血を誘うようにノコギリ状に
なっている。

解説：緑色の毛皮を持つフォレスト・ゴリラ。混
沌と感応する力を持ち、魔法に似た呪術を使い
こなすことができる。バブーンの加わったゴリラ
の群れは危険極まりない。

解説：高速で突撃し、対象の腹に角で穴を開け、
殺した後にその体液を啜るよう変化した混沌の
カブトムシ。

解説：獅子の頭部を持つ巨大な蟻。永遠に満た
されることのない飢えに苛まれており、動く者す
べてに襲いかかる地獄の野獣である。

解説：訓練を受けた犬の群れ。戦闘力は狼ほど
ではないが、相手の動きを素早く押しとどめる技
に長けている。

解説：３～５本の瞳のついた触手と、巨大な牙
を持つディアボロス界の肉食獣。その牙が病原
菌の巣であることは驚くに値しまい。

解説：下半身が魚の尾になっている馬。マー
フォークたちの家畜であり、また猟犬でもある。
野生化した物は、好んで人を喰らう。

解説：白鳥の翼を持ち空を駆ける伝説の白馬。
気性が荒く、その魂が認めた者でなければ騎乗
を許すことはない。

解説：山羊の角と下半身を持つ男性姿の妖精。
極めて好色かつ享楽的であり、自分の欲望のま
まに振る舞うことに抑制がない。

解説：混沌の影響で巨大化した、牛ほどもある
巨大な蠍。その尾の針には凶悪な毒が潜んでい
る。

《トライデント》：メジャー。射程０Ｓｑの単体
に白兵攻撃。命中判定 3D+8。〈武器〉3D+12
のダメージを与える。
《水中特化》：常時。このエネミーは水中・半
水中状態でない場合、リアクションを含むすべ
ての達成値－３され、移動力が１となる。
《水中行動》２：（『ルール 2』P291）

《火矢攻撃》：メジャー。射程１～４Sq の単
体に射撃攻撃。命中判定 3D+10。〈武器〉
4D+15 点のダメージと炎上２を与える。
《近接戦闘》：メジャー。射程０Sq の単体に射
撃攻撃。命中判定 2D+10。〈武器〉3D+5 点の
ダメージを与える。

《副種別：蟲》：（P2）
《飛行能力》１：（『ルール 1』P335）
《毒針》：メジャー。射程０Ｓｑの単体に白兵
攻撃。命中判定 3D+5。〈武器〉2D+2 のダメー
ジと毒５を与える。

《集団攻撃》：メジャー。射程０Sq の単体に白
兵攻撃。命中判定 3D+11。〈武器〉4D+12 点
のダメージを与える。
《急所熟知》：常時。急所攻撃を行なえる。
《妨害》１：（『ルール 1』P335）

《爪と牙》：メジャー。射程０Sq の単体に２回
白兵攻撃。命中判定 3D+5。〈武器〉3D+10
点のダメージを与える。
《急所熟知》：常時。急所攻撃を行なえる。
《踏破機能：森林》１：（『ルール 2』P291）

《爪と蹄》：メジャー。射程０Sq に２回白兵攻
撃。命中判定 3D+5。〈武器〉3D+7 点のダメー
ジを与える。
《飛行能力》１：（『ルール 1』P335）
《乗騎機能》１：（『ルール 2』P290）

《牙》：メジャー。射程０Sq の単体に白兵攻撃。
命中判定 3D+11。〈武器〉6D+10 点のダメー
ジと出血を与える。
《水中行動》１：（『ルール 2』P291）
《踏破機能：沼沢》１：（『ルール 2』P291）

《踏破機能：森林》１：（『ルール 2』P291）
《締め上げる》：メジャー。射程０Ｓｑの単体
に白兵攻撃。命中判定 3D+10。〈衝撃〉4D ＋
12 点のダメージと硬直を与える。

《テイル》：メジャー。射程０Sq の範囲１（自
身を含まない）に白兵攻撃。命中判定3D+4。〈武
器〉3D+7 点のダメージを与える。
《汚れた歯》：メジャー。射程０Sq の単体に白
兵攻撃。命中判定 3D+6。〈武器〉2D+5 点の
ダメージと出血を与える。
《踏破機能：沼沢》１：（『ルール 2』P291）

《拳》：メジャー。射程０Sq の単体に白兵攻撃。
命中判定 2D+7。〈武器〉4D+15 点のダメージ。
《ボールライトニング》：メジャー。射程９Sq
の十字に射撃攻撃。命中判定 4D+10。〈炎熱〉
10D+[ 混沌レベル× 6] 点のダメージを与える。
MP22 消費。
《踏破機能：沼沢》１：（『ルール 2』P291）

《噛み付く》：メジャー。射程０Ｓｑの単体に白
兵攻撃。命中判定3D+8。〈武器〉4D+6のダメー
ジを与える。
《ボーリング》：常時。白兵攻撃のダメージに、[そ
のプロセスに移動した Sq 数× 2] を加算する。
《副種別：蟲》：（P2）
《飛行能力》１：（『ルール 1』P335）

《副種別：蟲》：（P2）
《飢餓》：ＨＰが 22 以下の場合、命中判定に
＋ 1D、ダメージ＋ 10。
《噛み付く》：メジャー。射程０Ｓｑの単体に白
兵攻撃。命中判定 2D+8。〈武器〉3D+11 のダ
メージを与える。

《妨害》１：（『ルール 1』P335）
《飛びかかる》：マイナー。そのメインプロセス
の白兵攻撃のダメージ＋ 1Dし、ダメージを与
えた対象に硬直を与える。
《牙》：メジャー。射程０Ｓｑの単体に白兵攻撃。
命中判定 3D+5。〈武器〉2D+6 点のダメージ
を与える。

《触手》：メジャー。射程２Sq の単体に白兵攻
撃。命中判定 3D+7。〈武器〉3D+7 点のダメー
ジを与え、対象をテンタクラーのいるＳｑへ強
制的に移動させる。
《牙》：メジャー。射程０Sq の単体に白兵攻撃。
命中判定 3D+9。〈武器〉4D+10 点のダメージ
と毒５を与える。

《尾》：メジャー。射程０Sq の単体に白兵攻撃。
命中判定 3D+7。〈武器〉3D+10 点のダメージ
を与える。対象が水中にいる場合、ダメージ＋
10。
《水中特化》：常時。このエネミーは水中・半
水中状態でない場合、リアクションを含むすべ
ての達成値－３され、移動力が１となる。
《水中行動》２：（『ルール 2』P291）

《蹄》：メジャー。射程０Sq の単体に白兵攻撃。
命中判定 3D+8。〈武器〉3D+10 点のダメージ
を与える。
《急降下》：マイナー。飛行状態のみ使用可能。
次の攻撃のダメージ＋ 5。飛行状態を失う。
《飛行能力》１：（『ルール 1』P335）
《乗騎機能》１：（『ルール 2』P290）

《キック》：メジャー。射程０Ｓｑの単体に白兵
攻撃。命中判定 2D+10。〈武器〉3D+11 点の
ダメージを与える。
《狂乱の角笛》：セットアップ。射程３Ｓｑの単
体がラウンド中に行なう攻撃の達成値＋２、ダ
メージ＋ 10 する。

《副種別：蟲》：（P2）
《踏破機能：砂地》１：（『ルール 2』P291）
《毒針と爪》：メジャー。射程０Ｓｑの単体に二
回白兵攻撃。命中判定 3D+ ９。〈武器〉3D+6
点のダメージを与える。１回目の攻撃はさらに
毒 10 を与える。
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■エネミー・コンペンディウムⅡ

06 07

ホブゴブリン アンドロスコルピオ

グリズリー スノーウルフ

セイレーン ラットデヴィル・マスケッター

プーカ アカイライファハン テルキーネス

オルガノン クロノスパイダー

サーベルタイガー ラットデヴィル

アルラウネ クロコッタ

グリフォン チェインデーモン

リアクション：15 リアクション：16リアクション：14 リアクション：14

リアクション：15 リアクション：14

リアクション：18 リアクション 20

リアクション：13 リアクション：16

リアクション：16 リアクション：12

リアクション：10 リアクション：15

リアクション：10 リアクション：14

リアクション：16
リアクション：18

種別：混沌 種別：混沌／機械

種別：動物 種別：混沌／魔獣種別：混沌／魔獣 種別：混沌／魔族（モブ） 種別：混沌／魔族（モブ）種別：混沌／魔族

種別：混沌／妖精

種別：混沌／妖精 種別：混沌／妖精 種別：混沌／妖精

種別：混沌／魔獣

種別：混沌／妖精 種別：混沌／鳥 種別：混沌／亜人

種別：動物 種別：混沌／魔獣

出身世界： 出身世界： 出身世界：

出身世界：ヴェリア 出身世界：アビス

出身世界：アトラタン出身世界：オリンポス 出身世界：アビス 出身世界：アビス出身世界：オリンポス

出身世界：ヴァルハラ 出身世界：タルタロス

出身世界：ディアボロス

出身世界：オリンポス 出身世界：アビス 出身世界：タルタロス

出身世界：アトラタン 出身世界：ヴァルハラ

レベル：６ レベル：８レベル：６ レベル：７

レベル：７ レベル：８

レベル：７ レベル：８

レベル：７ レベル：８

レベル：７ レベル：８

レベル：６ レベル：８

レベル：７ レベル：８

レベル：７ レベル：８

ＨＰ：48　　　ＭＰ：33 ＨＰ：58　　　ＭＰ：28ＨＰ：60　　　ＭＰ：30 ＨＰ：55　　　ＭＰ：71

ＨＰ：76　　　ＭＰ：48 ＨＰ：38　　　ＭＰ：52

ＨＰ：62　　　ＭＰ：28 ＨＰ：60　　　ＭＰ：44

ＨＰ：61　　　ＭＰ：41 ＨＰ：75　　　ＭＰ：34

ＨＰ：55　　　ＭＰ：26 ＨＰ：78　　　ＭＰ：47

ＨＰ：53　　　ＭＰ：27 ＨＰ：82　　　ＭＰ：38

ＨＰ：59　　　ＭＰ：22 ＨＰ：64　　　ＭＰ：32

ＨＰ：32　　　ＭＰ：48 ＨＰ：56　　　ＭＰ：44

行動値：15　　移動力：４ 行動値：19　　移動力：５行動値：７　　移動力：２ 行動値：８　　移動力：３

行動値：10　　移動力：４ 行動値：12　　移動力：３

行動値：15　　移動力：４ 行動値：16　　移動力：４

行動値：11　　移動力：３ 行動値：16　　移動力：４

行動値：15　　移動力：４ 行動値：11　　移動力：３

行動値：８　　移動力：３ 行動値：14　　移動力：３

行動値：７　　移動力：３ 行動値：13　　移動力：４

行動値：15　　移動力：３ 行動値：12　　移動力：４

解説：馬や山羊、雄牛の姿で現われる妖精。好
意を向けたものには祝福を、悪意を向けたもの
には災厄をもたらす。農作物を喰らい、しばし
ば村を危機に陥らせる。

解説：アビス界に住まう獰猛な飛べない鳥。哄
笑とともに真空波を放ち、哀れな犠牲者が出血
で悶えることに快楽を覚える。

解説：片眼片腕片脚の奇妙な妖精。陰気で気む
ずかしく、住処に近づいたものに呪いをかけて
殺してしまう。フォモールの眷属という説もある。

解説：両足が大蛇になった人の姿をした妖精。
神の眷属で、鍛冶の技に長けた理性的な人々で
ある。魔法を使いこなす。

解説：ヴェリア界に住まう擬人化された器物の
霊。これは第二次大戦におけるレシプロ戦闘機
が擬人化されたオルガノンを想定したデータで
ある。

解説：大きな時計から蜘蛛の四肢が生えている
という奇妙な怪物。時を限定的に操る力を持っ
ており、アビス界の魔王たちが陰謀のために生
み出した道具と言われている。

解説：巨大な牙を持つ最強のタイガー、それが
サーベルタイガーである。その牙は混沌の魔物
の皮膚すらも貫く。ましてや人間などひとたまり
もない。

解説：ねじくれた角を持つ人間大の直立したネ
ズミとでもいうべき姿を持つ悪魔。アトラタンの
下水道に魔境を広げ、人々を陥れようとしている。

解説：刑死者の血を吸って育った花から生まれ
る女の姿をした魔物。全身を薔薇の棘で覆われ
ており、その棘からさらなる血を啜ろうと襲い来
る。

解説：耳まで裂けた巨大な口を持つタルタロス
界の肉食獣。胴体はハイエナに似ている。その
牙はひとつながりの骨で、決して欠けない。人
の声を模倣し、おびき寄せ喰らう。

解説：鷲の頭と翼を持つ獅子。高山に住まい、
単独で狩猟を行なう。極めて気高く、また獰猛
な生物である。

解説：巨大な鎖が寄り集まって人のような形を
取ったデーモン。生きるものを鎖につなぎ、奴
隷にし、悲鳴にあえぐ姿を本能的に愛している
のだ。

解説：ゴブリンやバグベアのいとこ分に当たる妖
精。悪い子供（時にはいい子供も）をさらって
食べるのが無上の喜びである。

解説：下半身が蠍になっている謎めいた種族。
人が知るべきではない秘密の守護者として、侵
入者に容赦なく襲いかかる。

解説：いわゆる羆、あるいは灰色熊。３メート
ル以上の巨大な体と、500㎏にも及ぶ質量、そ
して時速 60㎞で疾駆する足、人間なみの知能を
持ち、しばしば人を襲う。 解説：下半身が雪の帯になり、彗星のように飛

翔するダイアウルフ。魔狼フェンリルの眷属で、
ダイアウルフたちを率いて現われる。

解説：鳥の翼と下半身を持つ美女。元々は神々
の眷属であったと言うが、今は歌によって人々を
招き寄せ、難破させることを喜ぶ恐るべき海の
魔物である。

解説：独自に開発した醜い銃の模造品を持つラッ
トデヴィル。混沌の力で銃を模しているため、
しょっちゅう暴発する。だが、その威力は侮れな
い。

《祝福と呪い》：判定の直後。３Ｓｑ以内の対
象の行なった判定の達成値を＋４、または－
４する。１ラウンドに１回まで使用できる。
《暴れる》：メジャー。射程０Ｓｑの２体に白
兵攻撃。命中判定 3D+11。〈武器〉3D+10 点
のダメージを与える。

《爪》：メジャー。射程０Sq の２体に白兵攻撃。
命中判定 4D+7。〈武器〉5D+13 点のダメージ
を与える。
《真空波》：メジャー。射程２～４Sq の範囲３
に射撃攻撃。命中判定 3D+6。〈武器〉4D+2
点のダメージと出血を与える。

《蹴り》：メジャー。射程０Ｓｑの単体に白兵攻
撃。命中判定 3D+12。〈衝撃〉4D+5 点のダメー
ジを与える。
《邪眼》：メジャー。射程４Ｓｑの単体に特殊
攻撃。リアクションは〈意志〉。命中判定 4D+5。
〈体内〉2D+8 点のダメージと硬直を与える。

《珊瑚の矢》：メジャー。射程５Sq の単体に射
撃攻撃。命中判定 3D+10。〈武器〉5D+15 点
のダメージを与える。
《眠りの呪文》：メジャー。射程６Sq の十字に
特殊攻撃（リアクションは〈意志〉）。命中判定
4D+8。対象に硬直、消耗を与える。
《水中行動》２：（『ルール 2』P291）

《異界の経験》：常時。攻撃がクリティカルした
場合、ダメージ＋ 3D。
《機銃》：メジャー。射程１Ｓｑの単体に射撃
攻撃。命中判定3D+10。〈武器〉5D+20のダメー
ジを与える。
《飛行能力》１：（『ルール 1』P335）

《時間操作》：セットアップ。射程 10Sq の単体
の行動値をラウンド中＋５または－５（最低１）
する。
《蜘蛛の糸》：メジャー。射程２Sq の単体に射
撃攻撃。命中判定 4D+12。〈衝撃〉5D+8 点の
ダメージと硬直を与える。
《副種別：人造》１：（P2）

《爪と牙》：メジャー。射程０Sq の単体に２回
白兵攻撃。命中判定 3D+8。〈武器〉4D+13
点のダメージを与える。２発目の攻撃はダメー
ジ＋ 15。
《急所熟知》：常時。急所攻撃を行なえる。

《毒の短剣》：メジャー。射程 0Sq の単体に白
兵攻撃。命中判定 3D+12。〈武器〉5D+10 点
のダメージと毒 10 を与える。
《急所熟知》：常時。急所攻撃を行なえる。
《卑劣》：常時。ＨＰが 31 以上の場合、ダメー
ジ＋ 10。30 以下の場合、達成値・リアクショ
ン－３、ダメージ－５。

《吸血》：メジャー。射程１Sq の単体に白兵攻
撃。命中判定 3D+8。〈体内〉2D+3 点のダメー
ジを与え、このエネミーのＨＰを 10 点回復す
る。
《増力》：マイナー。そのシーン中に《吸血》に
成功した場合使用可。次に行なう攻撃の達成値
＋ 3、ダメージ＋ 10。
《副種別：植物》１：（P2）

《すり減らない牙》：メジャー。射程０Sq の単
体に白兵攻撃。命中判定 4D+8。〈武器〉〈衝撃〉
4D+20 点のダメージを与える。
《声の模倣》：メジャー。他者の声や言葉を模
倣する。見破るためには〈知覚〉難易度 18 の
判定に成功する必要がある。
《攻撃拡大Ⅰ》２：（『ルール 1』P334）

《爪》：メジャー。射程０Sq の単体に白兵攻撃。
命中判定 3D+10。〈武器〉4D+10 点のダメー
ジを与える。
《急降下》：マイナー。飛行状態のみ使用可能。
次の攻撃のダメージ＋ 10。飛行状態を失う。
《飛行能力》１：（『ルール 1』P335）

《鎖》：メジャー。射程 1Sq の単体に白兵攻撃。
命中判定 3D+10。〈衝撃〉5D+16 点のダメー
ジを与える。
《捕縛返し》：このエネミーが捕縛を受けた場合、
それを打ち消し、逆に捕縛を与えた対象に捕縛
と〈衝撃〉40 点のダメージを与える。
《副種別：人造》１：(P2）

《妨害》１：（『ルール 1』P335）
《攻撃拡大Ⅰ》１：（『ルール 2』P289）
《メイス》：メジャー。射程０Ｓｑの単体に白兵
攻撃。命中判定 3D+11。〈衝撃〉3D+10 点の
ダメージを与える。クリティカルした場合、ダメー
ジ＋ 2D。

《双爪》：メジャー。射程０Sq の単体に２回白
兵攻撃。命中判定 3D+9。〈武器〉4D+15 点の
ダメージを与える。
《蠍の毒》：マイナー。そのメインプロセス中、
このエネミーの白兵攻撃のダメージ＋ 10し、
毒 20 を追加する。
《踏破機能：砂地》１：（『ルール 2』P291）

《踏破機能：森林》１：（『ルール 2』P291）
《ベアハッグ》：メジャー。射程０Ｓｑの単体
に白兵攻撃。命中判定 3D+10。〈衝撃〉3D ＋
18 点のダメージと硬直、捕縛を与える。

《牙》：メジャー。射程 0Sq の単体に白兵攻撃。
命中判定 3D+11。〈武器〉5D+12 点のダメー
ジを与える。
《群狼》：常時。白兵攻撃のダメージに＋ [ 同
一 Sq にいる他のダイアウルフの数× 3] する。
このエネミーはダイアウルフと見なす。
《飛行能力》１：（『ルール 1』P335）

《セイレーンの歌声》：メジャー。射程７Sq の
単体に射撃攻撃。命中判定 3D+9。〈体内〉
2D+4点のダメージを与える。この攻撃でダメー
ジを受けた対象は、次のメインプロセスで可能
な限りこのエネミーに近づくよう移動を行なう。
この攻撃はガードできない。
《飛行能力》１：（『ルール 1』P335）

《マスケット銃》：メジャー。射程 1 ～ 6Sq の
単体に射撃攻撃。命中判定 2D+14。〈衝撃〉
5D+15 点のダメージを与える。命中判定のダ
イスがゾロ目の場合、攻撃はこのエネミーに命
中する。
《急所熟知》：常時。急所攻撃を行なえる。
《卑劣》：常時。ＨＰが 28 以上の場合、ダメー
ジ＋ 10。27 以下の場合、達成値・リアクショ
ン－３、ダメージ－５。

武器 武器武器 武器

武器 武器
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衝撃 衝撃衝撃 衝撃
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衝撃 衝撃
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体内 体内

体内 体内

体内
体内

防御力 防御力防御力 防御力
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ドラゴニュート・ベテラン

ジャイアントクラブ

フィーンド

ドラゴニュート・アーチャー上級邪法師

ワンダリングアーマー

ケイオスエイプ

ランドオクトパス

デュアルヘッド

リアクション：19リアクション：18

リアクション：15リアクション：14

リアクション：18

リアクション：18

種別：混沌／魔法生物

種別：混沌／亜人

種別：混沌／魔獣

種別：人間（モブ） 種別： 種別：

出身世界：アビス出身世界：不明

出身世界：フォモール

出身世界：アトラタン 出身世界：ドラコーン 出身世界：ドラコーン
レベル：９レベル：９

レベル：９レベル：９

レベル：11

レベル：９
ＨＰ：106　　　ＭＰ：73ＨＰ：70　　　ＭＰ：80

ＨＰ：94　　　ＭＰ：38ＨＰ：125　　　ＭＰ：33

ＨＰ：65　　　ＭＰ：60

ＨＰ：112　　　ＭＰ：72
行動値：11　　移動力：４行動値：10　　移動力：３

行動値：14　　移動力：３行動値：６　　移動力：２

行動値：12　　移動力：３

行動値：９　　移動力：３

解説：竜の翼を授かり、空を舞いながら的確な
狙撃を繰り返すドラゴニュート族の弓兵。解説：パンドラの熟練に属する闇魔法師の一団。

独自の技法によって複数人で儀式を行ない、そ
の魔力を高めてから魔法を使うことができる。

解説：アビスの悪魔たちに立ち向かった勇者の
甲冑が、死してなお邪悪な魔法によって操られ
ている彷徨う鎧。時折その意識は戻り、悲痛な
叫びを上げる。

解説：いかなる世界から現われたのかわからぬ、
地上を歩き人を喰らう大蛸である。その足を盾
で受け止めればそのまま絡め取られてしまう厄
介な魔物だ。

解説：ふたつの頭とふたつの意識を持つオー
ガー。協力している時は無類の戦闘力を発揮す
るが、一度ケンカになると目も当てられないこと
になる。

解説：ドラゴニュート族の中でも歴戦の兵士。
統制の取れた戦いぶりを誇る。

《竜人の戦弓》：メジャー。射程１～４Sq の
単体に射撃攻撃。命中判定 4D+8。〈武器〉
6D+25 点のダメージ。
《急所熟知》：常時。急所攻撃を行なえる。
《飛行能力》１：（『ルール 1』P335）

《炎の矢》：メジャー。射程６Sq の単体に射撃
攻撃。命中判定 4D+10。〈炎熱〉5D+[ 混沌レ
ベル× 5] 点のダメージ。
《コンセントレイト》：メジャー。次に使用する《炎
の矢》の命中判定＋ 1D、ダメージに＋ [ 混沌
レベル× 10] する。MP30 消費。

《魔法の槍》：メジャー。射程０Sq の単体に２
回白兵攻撃。命中判定 4D+8。〈武器〉4D+18
点のダメージを与える。
《急所熟知》：常時。急所攻撃を行なえる。
《護衛機能》１：（『ルール 2』P290）
《副種別：人造》：（P2）

《蛸足》：メジャー。射程０Sq の十字に白兵攻
撃。命中判定 4D+10。〈武器〉〈衝撃〉7D+30
点のダメージを与える。この攻撃をガードした
対象に捕縛を与える。
《水中行動》１：（『ルール 2』P291）

《肉切り包丁》：メジャー。射程０Sq の範囲
３に白兵攻撃。命中判定 2D+20。〈武器〉
6D+60 点のダメージと出血を与える。このエネ
ミーを対象に含まない。
《いさかい》：常時。命中判定のダイスがすべて
同じ目だった場合、攻撃はエネミー自身に命中
したものとして扱う。

《竜人の戦斧》：メジャー。射程６Sq の単体に
白兵攻撃。命中判定 4D+9。〈武器〉6D+24
点のダメージ。
《攻撃拡大Ⅰ》３：（『ルール 2』P289）
《守護の群れⅡ》１：（P2）
《ガード能力》４：（P2）

武器武器

武器武器

武器

武器炎熱炎熱

炎熱炎熱

炎熱

炎熱衝撃衝撃

衝撃衝撃

衝撃

衝撃体内体内

体内体内

体内

体内防御力防御力

防御力防御力

防御力

防御力

特技特技

特技特技

特技

特技

114

1730

15

1663

92

8

673

1520

15

12

リアクション：16

種別：混沌／魔獣 出身世界：不明
レベル：10
ＨＰ：135　　ＭＰ：35
行動値：８　　移動力：３

解説：おそらくは混沌の力で変異したと思われ
る、山ほどもある蟹。その爪は人間の首など一
瞬でねじ切ってしまう。

《巨大な爪》：メジャー。射程０Sq の単体に
２回白兵攻撃。命中判定 4D+ ９。〈衝撃〉
6D+25 点のダメージを与える。クリティカルし
た場合、さらに硬直と捕縛を与える。
《水中行動》２：（『ルール 2』P291）
《ガード能力》５：（P2）
《副種別：蟲》：(P2）

武器 炎熱 衝撃 体内防御力

特技

25 6 15 0

リアクション：19

種別：混沌／魔族 出身世界：アビス
レベル：15
ＨＰ：190　　　ＭＰ：64
行動値：15　　移動力：３

解説：戯画化したねじくれた人に、昆虫や動物
の諸相を加えたおぞましいアビス界の悪魔。彼
らとの接触は、必ず魂の堕落を意味する。

《地獄の爪》：メジャー。射程０Sq の単体に
２回白兵攻撃。命中判定 4D+10。〈武器〉
6D+40 点のダメージを与える。
《急所熟知》：常時。急所攻撃を行なえる。
《飛行能力》１：（『ルール 1』P335）

武器 炎熱 衝撃 体内防御力

特技

20 13 012

００

０

リアクション 20

種別：動物／類人猿 出身世界：不明
レベル：12
ＨＰ：122　　　ＭＰ：38
行動値：14　　移動力：４

解説：魔境の力によってさらなる変異を遂げ、
今や四本の腕を得るに至ったフォレスト・ゴリラ。
その怒りはすべて人類へとぶつけられる。

《四連拳》：メジャー。０Sq の単体に２回白兵
攻撃。命中判定 4D+10。〈武器〉8D+20 点の
ダメージ。この攻撃をガードした対象を、１Ｓ
ｑ任意の方向へ移動させる。
《激怒》２：(P2）

武器 炎熱 衝撃 体内防御力

特技

20 10 23 ０

０

０

0

混沌／竜（モブ） 混沌／竜（モブ）

騎兵ヴァンパイアソーン

ワイトワスプクィーン

ファイアーアント

バーゲスト

リアクション：10

リアクション：15 リアクション：14 リアクション：18

リアクション：15 リアクション：14

種別：混沌／植物

種別：混沌／昆虫 種別：混沌 種別：混沌／魔獣

種別：人間 種別：出身世界：アトラタン

出身世界：アトラタン 出身世界：アトラタン 出身世界：

出身世界：アトラタン 出身世界：アトラタン
レベル：６

レベル：７ レベル：７ レベル：８

レベル：６ レベル：６
ＨＰ：70　　　ＭＰ：30

ＨＰ：130　　　ＭＰ：60 ＨＰ：115　　　ＭＰ：30 ＨＰ：85　　　ＭＰ：50

ＨＰ：60　　　ＭＰ：32 ＨＰ：62　　　ＭＰ：23
行動値：10　　移動力：１

行動値：12　　移動力：４ 行動値：14　　移動力：４ 行動値：13　　移動力：４

行動値：13　　移動力：３（４） 行動値：８　　移動力：３

解説：非常に巨大な薔薇の蔦。地中から這い出
して、人間を含む動物を絡め取ってはその棘で
殺し、血を啜って養分にする。獲物がいなければ、
根を動かして歩いてくる。

解説：ジャイアントワスプの群れを率いる女王
蜂。一般的な女王蜂と異なり、みずからも戦場
に姿を見せ、狩りを行なうことがある。

解説：死した邪紋使いが魔境に取り込まれ、そ
の一部となった存在をワイト（塚人）と呼ぶ。そ
の理性は失われ、全身から黄色く禍々しいオー
ラを放っている。

解説：ブラックドッグの王と呼ばれる死をもたら
す魔犬。角が生えていることで区別される。

解説：騎馬にまたがった戦士。遊牧民や騎士階
級など、さまざまな騎兵が存在する。カッコ内
は騎乗状態のもの。 解説：いかなる混沌の影響か、炎を吐く能力を

身につけたジャイアントアント。群れを成して都
市を襲撃し、人々を襲うのが何故かは誰にもわ
からない。ただ闇雲な人間への敵意が彼らを動
かしている。

《吸血》：メジャー。射程０Sq の３体に
白兵攻撃。命中判定 3D+11。〈体内〉
2D+10 点のダメージを与える。この攻撃
が命中した場合、このエネミーのＨＰを
10 点回復する。
《棘飛ばし》：メジャー。射程１～５Sq の
単体に射撃攻撃。命中判定 3D+9。〈武器〉
4D+10 点のダメージを与える。
《伸びる》：マイナー。そのプロセスに行
なう《吸血》の射程を＋１する。射程内
の異なる Sq に複数の目標がいる場合、そ
れぞれを攻撃することができる。
《副種別：植物》１：（P2）

《毒針》：メジャー。射程０Sq の範囲１
に白兵攻撃。命中判定 3D+6。〈武器〉
2D+8 点のダメージと毒 10 を与える。こ
のエネミーを対象に含まない。
《必殺の針》：マイナー。そのプロセスで
行なう白兵攻撃のダメージ＋ 10。
《女王蜂》：常時。シーンに登場している
名称に「ワスプ」を含む種別：昆虫のエ
ネミーは命中判定＋２、ダメージ＋５さ
れる。
《状態復帰》１：（『ルール 1』P333）
《対軍存在》１：（『ルール 1』P335）
《飛行能力》１：（『ルール 1』P335）
《激怒》２：（P2）
《副種別：蟲》１：（P2）

《亡者の剣》：メジャー。射程０Sq の２
体に白兵攻撃。命中判定 4D+6。〈武器〉
4D+16 点のダメージを与える。
《攻性励起》：マイナー。そのシーン中、
このエネミーが行なう攻撃のダメージに
＋ [ 混沌レベル× 2]。MP6 消費。
《邪紋戦技》：マイナー。そのプロセス中
このエネミーが行なう白兵攻撃のダメー
ジ＋ 12。MP4 消費。
《再生能力》１：（『ルール 1』P333）
《状態復帰》１：（『ルール 1』P333）
《副種別：亡者》１：（P2）

《魔獣の牙》：メジャー。射程０Sq の２体
に白兵攻撃。命中判定 4D+11。〈武器〉
6D+10 点のダメージを与える。
《黒き疾走》：メジャー。４Ｓｑ移動する。
この時、敵対的なキャラクターがいる場
合でも脱出に余計な移動力は必要ない。
移動経路上にいた、このエネミー以外の
キャラクターすべてに白兵攻撃。命中判定
4D+9。〈炎熱〉6D+20 点のダメージ。１
マスも移動しなかった場合、攻撃を行なう
ことはできない。
《対軍存在》１：（『ルール 1』P335）

《騎士槍》：メジャー。射程 0Sq の単体
に白兵攻撃。命中判定 3D+8。〈武器〉
4D+11 のダメージを与える。
《振りかぶり》：マイナー。そのプロセスで
行なう白兵攻撃のダメージ＋ 8。
《操騎の巧み》：マイナー。通常移動を行
ない、さらに移動以外のマイナーアクショ
ンを行なう。騎乗状態のみ。
《騎乗能力》：（『ルール 1』P332）

《噛み付く》：メジャー。射程 0Sq の単
体に白兵攻撃。命中判定 3D+9。〈武器〉
5D+9 のダメージを与える。
《火炎放射》：メジャー。射程 0Sq の直線
２に射撃攻撃。命中判定 3D+7。〈炎熱〉
5D+7 のダメージを与える。この攻撃を
ガードした対象に炎上２を与える。またク
リティカルした場合も炎上２を与える。こ
のエネミー自身を対象に含まないものとす
る。
《副種別：蟲》１：(P2）

武器

武器 武器 武器

武器 武器炎熱
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衝撃 衝撃 衝撃

衝撃 衝撃体内
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0 0 0

10 0

混沌／昆虫（モブ）

ティル・ナ・ノーグ



■エネミー・コンペンディウムⅡ

10 11

バグベア・バーサーカー フォモールマンモス ファイアーアント

ポイズンジャイアント サッキュバススワンプトロール カコデーモン

ジャイアントゾンビ キュクロプス

エアジャイアント ウィルム

リアクション：13 リアクション：15

リアクション：12 リアクション：17リアクション：11 リアクション：19リアクション：18 リアクション：21

リアクション：15 リアクション：19リアクション：12 リアクション：12

種別：動物 種別：混沌／昆虫

種別：混沌／妖精 種別：混沌／魔族種別：混沌／巨人 種別：混沌／魔族種別：混沌／巨人 種別：混沌／竜

種別：混沌／妖精 種別：混沌／巨人種別：混沌／巨人 種別：混沌／巨人出身世界：アトラタン 出身世界：アトラタン

出身世界：フォモール 出身世界：ディアボロス出身世界：フォモール 出身世界：アビス出身世界：フォモール 出身世界：ドラコーン

出身世界： 出身世界：出身世界：タルタロス 出身世界：タルタロス
レベル：８ レベル：11

レベル：10 レベル：13レベル：10 レベル：14レベル：11 レベル：15

レベル：９ レベル：11レベル：10 レベル：12
ＨＰ：125　　　ＭＰ：35 ＨＰ：160　　　ＭＰ：64

ＨＰ：135　　　ＭＰ：20 ＨＰ：115　　　ＭＰ：80ＨＰ：114　　　ＭＰ：29 ＨＰ：125　　　ＭＰ：100ＨＰ：122　　　ＭＰ：23 ＨＰ：105　　　ＭＰ：61

ＨＰ：120　　　ＭＰ：56 ＨＰ：92　　　ＭＰ：43ＨＰ：150　　　ＭＰ：22 ＨＰ：145　　　ＭＰ：21
行動値：６　　移動力：３ 行動値：12　　移動力：４

行動値：10　　移動力：３ 行動値：10　　移動力：３行動値：７　　移動力：２ 行動値：13　　移動力：４行動値：８　　移動力：３ 行動値：13　移動力：６

行動値：８　　移動力：３ 行動値：16　　移動力：３行動値：５　　移動力：３ 行動値：６　　移動力：３

解説：アトラタン大陸の深山や氷の氷原、特に
コートウェルズのツンドラに住んでいるマンモス
は温厚な巨象である。怪物というわけではない
が、暴れ出した時に止めることはとても難しい。

解説：ファイアーアントの群れを率いる女王。ファ
イアーアントたちと同様、人類への無差別な怒り
に突き動かされていることは言うまでもない。

解説：沼地に住んでいるトロールの亜種。喰うこ
とと眠ることしか考えない愚鈍な種族だが、恐る
べき耐久性を持つ。同族よりも火を恐れる。 解説：赤く輝くぶよぶよした球体に巨大な目が

ついているデーモン。その周囲に悪霊を侍らせ、
目から放たれる数々の怪光線で敵を圧倒する。

解説：全身がみずからの毒による火ぶくれで覆
われた醜い巨人。フォモール界に住む巨人の一
種族。もはや人類への憎悪以外の何物をも持ち
合わせていない。

解説：一糸まとわぬ美女の姿をしたデヴィル。
清廉潔白なものを堕落させ、悪の道へと落とし
込むことを喜びとする。

解説：暴風が姿を取った巨人族。本来はフォモー
ル界とは異なる異界の巨人だとも言うが定かで
はない。長い幽閉のため破壊衝動に満ちており、
投影されれば暴れずにはおかない。 

解説：蝙蝠の翼を持った巨大な毒蛇。ワイバー
ンの近縁種と考えられている。邪悪な心根を持
ち、しばしば弱者を虐げるためだけの殺戮を行
なう。
 

解説：血に狂い、殺戮を好むバグベア。味方で
すら、彼らのそばには近寄ろうとしないだろう。

解説：獣と人が醜くねじくれた異形の巨人族。
その名の通り、フォモール界の支配種族である。
呪詛の力に長けており、疫病を広めることを好
む。人間を捕食すべき対象としか考えていない。

解説：タルタロスに封印された巨人族が、混沌
の作用によってゾンビになったもの。タルタロス
界に限らず、ディアボロス界やアビス界の悪魔た
ちが使役していることもある。

解説：かつては神々の眷属であったという単眼
の巨人族。今は見る影もなく零落し、人食いの
魔物に落ちぶれてしまっている。酒に目がない。

《マンモスの疾走》：メジャー。全力移動
を行ない、その経路上にいたすべての飛
行状態ではないキャラクターに白兵攻撃。
命中判定 4D+12。〈衝撃〉6D+5 点のダ
メージを与える。
《鼻》：メジャー。射程１Sq の範囲１に
白兵攻撃。命中判定 4D+14。〈衝撃〉
7D+35 点のダメージと捕縛を与える。こ
のエネミーを対象に含まない。
《対軍存在》１：（『ルール 1』P335）
《ガード能力》４：(P2）
《激怒》２：(P2）

《巨大な牙》：メジャー。射程０Sq の単
体に白兵攻撃。命中判定 3D+6。〈武器〉
3D+11 点のダメージを与える。
《ファイアブラスト》：メジャー。４Sq の十
字に射撃攻撃。命中判定 3D+8。〈炎熱〉
8D+38 点のダメージと炎上５を与える。
《群れの召喚》：クリンナッププロセス。射
程１Ｓｑの任意のＳｑふたつに、ファイ
アーアントを配置する。15MP 消費。
《激怒》４：（P2）

《大暴れ》：マイナー。そのプロセス中の
白兵攻撃の命中判定－ 1D、ダメージ＋
20。
《巨大な棍棒》：メジャー。射程０Sq の単
体に白兵攻撃。命中判定 4D+12。〈武器〉
6D+20 点のダメージを与える。
《再生能力》５：（『ルール 1』P334）
《属性弱点：炎熱》１：(『ルール 1』
P334）
《対軍存在》１：（『ルール 1』P335）
《攻撃拡大Ⅰ》３：（『ルール 2』P289）
《 踏 破 機 能： 沼 地》 １：（『ルール 2』
P291）

《滅びの光》：メジャー。射程１Sq の単体
に射撃攻撃。命中判定 4D+10。〈衝撃〉
7D+33 点のダメージを与える。この攻撃
に対してはガードを行なえない。
《虹色の光》：メジャー。射程６Sq の十字
に射撃攻撃。命中判定 4D+8。8D+50 点
のダメージを与える。この攻撃の属性は使
用時に 1Dして決定する。出目が 1 ～ 2 な
ら〈武器〉、3 ～ 4 なら〈炎熱〉、5 なら〈衝
撃〉、6 なら〈体内〉となる。
《悪霊空間》：常時。このエネミーから
4Sq 以内の距離では、魔法の目標値が＋
[ 混沌レベル× 2] される。
《対軍存在》１：（『ルール 1』P335）
《飛行能力》１：（『ルール 1』P335）

《暴れる》：メジャー。射程１Sq の単体
に白兵攻撃。命中判定 4D+20。〈衝撃〉
8D+40 点のダメージを与える。
《猛毒の吐息》：メジャー。射程０Sq の
直線４（このエネミーを対象としない）
に射撃攻撃。命中判定 3D+18。〈体内〉
6D+15 点のダメージと毒 30 を与える。
《状態復帰》１：（『ルール 1』P333）
《 属 性 弱 点： 体 内》 １：（『ルール 1』
P334）
《対軍存在》１：（『ルール 1』P335）
《攻撃拡大Ⅰ》３：（『ルール 2』P289）
《水中行動》１：（『ルール 2』P291）

《冷たい愛撫》：メジャー。射程０Sq の単
体に２回白兵攻撃。命中判定 4D+9。〈体
内〉4D+25 点のダメージを与える。
《禁断の接吻》：マイナー。このメインプロ
セス中に攻撃を命中させた対象のＭＰを
20 点減少させる。２回命中した場合は、
それぞれ減少させる。
《招きの声》：メジャー。射程７Sq の単体
に射撃攻撃。命中判定 4D+12。〈体内〉
4D+[ 混沌レベル× 7] 点のダメージを与
える。この攻撃でダメージを受けた対象は、
次のメインプロセスで可能な限りこのエネ
ミーに近づくよう移動を行なう。
《対軍存在》１：（『ルール 1』P335）
《飛行能力》１：（『ルール 1』P335）

《鉄拳》：メジャー。射程０Sq の十字に
白兵攻撃。命中判定 4D+10。〈武器〉
8D+30 点のダメージを与える。このエネ
ミーを対象に含まない。
《暴風の一撃》：マイナー。そのプロセス
で行なう白兵攻撃のダメージ＋ 10。攻撃
の目標が [ 飛行状態 ] ならさらに＋ 20。
《対軍存在》１：（『ルール 1』P335）
《飛行能力》１：（『ルール 1』P335）
《ガード能力》５：(P2）
《激怒》５：（P2）
《副種別：非実体》１：（P2）

《毒牙》：メジャー。射程０Sq の２体に
白兵攻撃。命中判定 4D+11。〈武器〉
4D+30 点のダメージと毒 30 を与える。
《飛竜突撃》：マイナー。マイナー。全力
移動を行なう。そのプロセス中、白兵攻
撃のダメージに＋ [ 移動した Sq 数× 3]
する。
1』P334）
《ＢＳ無効：毒》１：（『ルール 1』P332）
《対軍存在》１：（『ルール 1』P335）
《妨害》１：（『ルール 1』P335）
《乗騎機能》３：（『ルール 2』P290）

《狂乱撃》：メジャー。射程０Sq の範囲
１に白兵攻撃。命中判定 4D+9。〈武器〉
8D+10 点のダメージを与える。このエネ
ミーを対象に含まない。
《血のたぎり》：ダメージロールの直前。
20 点までの任意の HP を消費する。その
数値だけ、ダメージを増加させる。
《バーサーク》：セットアップ。そのシーン中、
このエネミーが行なう白兵攻撃のダメー
ジに＋ 30し、すべての防御力が０になる。
この特技は HP が 60 以下でなければ使用
できない。
《急所熟知》：常時。急所攻撃を行える。

《斬撃》：メジャー。射程０Sq の単体に
白兵攻撃。命中判定 5D+11。〈武器〉
4D+30 点のダメージと出血を与える。
《疫病の呪詛》：メジャー。射程４Sq の十
字に射撃攻撃。命中判定 4D+14。〈体内〉
6D+10 点のダメージと毒 20 を与える。
《呪詛返し》：常時。「種別：魔法」による
ダメージを [混沌レベル×３]点軽減する。
《ＢＳ無効：毒》１：（『ルール 1』P332）
《対軍存在》１：（『ルール 1』P335）
《水中行動》１：（『ルール 2』P291）

《踏みつぶす》：メジャー。射程０Sq の範
囲１に白兵攻撃。命中判定4D+19。〈衝撃〉
8D+45 点のダメージを与える。このエネ
ミーを対象に含まない。
《吹き飛ばす》：メジャー。射程０Sq の単
体に白兵攻撃。命中判定 4D+21。〈武器〉
7D+40 点のダメージを与え、ＧＭが指定
した方向へ２Sq 強制的に移動させる。
《属 性 弱 点： 炎 熱》 １：（『ルール 1』
P334）
《対軍存在》１：（『ルール 1』P335）
《水中行動》１：（『ルール 2』P291）
《副種別：亡者》１：（P2）

《棍棒》：メジャー。射程０Sq の単体に
白兵攻撃。命中判定 4D+10。〈武器〉
8D+35 点のダメージを与える。この攻撃
をガードした対象に〈体内〉35 点のダメー
ジ。
《振りかぶる》：マイナー。そのプロセスで
行なう白兵攻撃のダメージ＋ 15。
《稲妻を呼ぶ》：マイナー。そのプロセス
で行なう白兵攻撃に〈炎熱〉属性を追加。
《対軍存在》１：（『ルール 1』P335）
《攻撃拡大Ⅰ》５：（『ルール 2』P289）
《攻撃拡大Ⅱ》１：（『ルール 2』P290）
《水中行動》１：（『ルール 2』P291）

武器 武器

武器 武器武器 武器武器 武器

武器 武器武器 武器炎熱 炎熱

炎熱 炎熱炎熱 炎熱炎熱 炎熱

炎熱 炎熱炎熱 炎熱衝撃 衝撃

衝撃 衝撃衝撃 衝撃衝撃 衝撃

衝撃 衝撃衝撃 衝撃体内 体内

体内 体内体内 体内体内 体内

体内 体内体内 体内防御力 防御力

防御力 防御力防御力 防御力防御力 防御力

防御力 防御力防御力 防御力

特技 特技

特技 特技特技 特技特技 特技

特技 特技特技 特技

18 15

18 2221 1013 18

11 1626 302 20

0 179 70 10

3 110 1510 6

12 1016 530 16

10 1922 100 0

5 00 00 0

0 00 0

ティル・ナ・ノーグ フォモール



■エネミー・コンペンディウムⅡ

12 13

ホリッドファングアシッドデーモン

ヘカトンケイルスピンクス

マンティコラス

ムスッペル

リアクション：19

リアクション：15 リアクション：12 リアクション：13

リアクション：16 リアクション：17

種別：混沌／魔族

種別：混沌／魔獣 種別：混沌／巨人 種別：混沌／巨人

種別：混沌／魔族 種別：混沌／魔獣出身世界：ディアボロス

出身世界：オリンポス 出身世界：タルタロス 出身世界：ヴァルハラ

出身世界：ディアボロス 出身世界：タルタロス
レベル：15

レベル：18 レベル：19 レベル：20

レベル：16 レベル：17
ＨＰ：108　　　ＭＰ：64

ＨＰ：167　　　ＭＰ：172 ＨＰ：195　　　ＭＰ：47 ＨＰ：270　　　ＭＰ：103

ＨＰ：125　　　ＭＰ：100 ＨＰ：170　　　ＭＰ：130
行動値：９　　移動力：３

行動値：15　　移動力：５ 行動値：13　　移動力：３ 行動値：15　　移動力：３

行動値：14　　移動力：３ 行動値：16　移動力：４

解説：異様なまでに巨大な太鼓腹をしたアシッ
ドデーモンの体内には魔界の強酸が渦巻いてい
る。それは武器になるだけでなく、このエネミー
が倒された時に周囲に飛び散り、彼らを地獄へ
引きずり込もうとするのである。

解説：美しい女性の上半身と鷲の翼を持った獅
子。神の眷属と言われ、高い知恵を持っており、
謎かけを好む。半面、答えられない者を貪り喰
らう。

解説：百本の手と五十の頭を持つ巨人。タルタ
ロスの中でももっとも古きものたちと言われてい
る。その攻撃すべてを受け止めることは誰にも
できない。

解説：ヴァルハラ界の火の国ムスペルスヘイム
に住まう謎めいた炎の巨人たち。世界が破滅す
るその時、紅蓮の炎によって全てを終わらせる
存在だと言われている。 

解説：魔族に殺された死者の顔が寄り集まって
球体になった怪物。複数の触手を持ち跳ねるよ
うにして移動する。みずからの苦痛を伝播させ
るべく生者を襲う。

解説：コウモリの翼と、無数の毒針の生えた尾、
そして人面を有する邪悪な獅子の怪物。際限の
ない飢えに苛まれており、投影されれば一国を
滅ぼす。

《酸の唾》：メジャー。射程２Sq の単体
に射撃攻撃。命中判定 4D+12。〈体内〉
7D+10 点のダメージを与え、命中した対
象の防御力をシーン終了時まで０にする。
ガードであれば、ガード値も０となる。
《酸の爆発》：このエネミーの HP が０以
下になった時、射程０Sq の十字に射撃攻
撃を即座に行なう。命中判定の達成値は
30、ダメージは〈体内〉40 点。命中した
対象の防御力をシーン終了時まで０にす
る。ガードであれば、ガード値も０となる。
《追加行動》１：（『ルール 1』P335）

《ボールライトニング》：メジャー。射
程 12Sq の十字に射撃攻撃。命中判定
4D+16。〈炎熱〉10D ＋ [ 混沌レベル× 6]
点のダメージを与える。MP30 消費。
《ライトニングボルト》：メジャー。射程０
Sq の直線 10（周囲２マスにも影響）に
射撃攻撃。命中判定 4D+16。〈炎熱〉6D
＋ 16 ＋ [ 混沌レベル× 3] 点のダメージ
を与える。MP16 消費。
《アクシデント》：判定の直後。判定の達
成値を－５する。１ラウンド１回。MP10
消費。
《追加行動》２：（『ルール 1』P335）
《対軍存在》１：（『ルール 1』P335）
《飛行能力》１：（『ルール 1』P335）

《百手の剣》：メジャー。射程０Sq の単体
に白兵攻撃。命中判定 4D+12。〈武器〉
10D+40 ＋ [ 混沌レベル× 5] 点のダメー
ジを与える。この攻撃に対してはガードが
行なえない。
《巨人の咆哮》：セットアップ。シーン（選
択）を対象。対象は目標値 19 の〈意志〉
判定を行なう。失敗した対象は放心を受
け、士気に－３する。１シーンに１回使
用できる。
《追加行動》２：（『ルール 1』P335）
《対軍存在》１：（『ルール 1』P335）
《攻撃拡大Ⅰ》５：（『ルール 2』P289）

《業火噴出》：メジャー。射程５Sq の十字
に射撃攻撃。命中判定 5D+10。〈炎熱〉
8D+50 点のダメージを与える。
《ムスッペルの剣》：メジャー。射程０Sq
の単体に白兵攻撃。命中判定 4D+18。〈武
器〉10D+50 点のダメージを与える。
《巨人の咆哮》：セットアップ。シーン（選
択）を対象。対象は目標値 20 の〈意志〉
判定を行なう。失敗した対象は放心を受
け、士気に－３する。１シーンに１回使
用できる。
《状態復帰》１：（『ルール 1』P333）
《対軍存在》１：（『ルール 1』P335）
《攻撃拡大Ⅰ》３：（『ルール 2』P289）
《水中行動》１：（『ルール 2』P291）

《無数の牙》：メジャー。射程０Sq の単体
に白兵攻撃。命中判定 4D+11。〈武器〉
8D+40 点のダメージを与える。この攻撃
をガードした対象に出血を与える。
《死の叫び》：メジャー。射程８Sq の十字
に射撃攻撃。命中判定 4D+10。〈体内〉
4D+[ 混沌レベル× 5] 点のダメージを与
える。
《恐怖のオーラ》：セットアップ。４Ｓｑ以
内の任意のキャラクターを対象。対象は
目標値 17 の〈意志〉判定を行なう。失敗
した対象は放心を受け、士気に－３する。
１シーンに１回使用できる。
《ガード機能》５：（P2）
《副種別：非実体》１：（P2）
《対軍存在》１：（『ルール 1』P335）

《死の毒針》：メジャー。射程５Sq の十字
に射撃攻撃。命中判定 4D+20。〈武器〉
6D ＋ 30 点のダメージと毒 20、消耗を与
える。
《飢えたるアギト》：メジャー。射程０Sq
の単体に射撃攻撃。命中判定 4D+15。〈武
器〉9D ＋ 45 点のダメージを与える。
《急所熟知》：常時。急所攻撃を行える。
《追加行動》２：（『ルール 1』P335）
《対軍存在》１：（『ルール 1』P335）
《飛行能力》１：（『ルール 1』P335）

武器

武器 武器 武器

武器 武器炎熱

炎熱 炎熱 炎熱

炎熱 炎熱衝撃

衝撃 衝撃 衝撃

衝撃 衝撃体内

体内 体内 体内

体内 体内防御力

防御力 防御力 防御力

防御力 防御力

特技

特技 特技 特技

特技 特技

22

25 25 28

17 2514

11 11 20

4 1510

21 21 12

12 210

0 0 0

0 0

熟練歩兵小隊

熟練長槍兵小隊

輸送隊

熟練傭兵小隊

熟練弓兵小隊 熟練隠密兵小隊

熟練重装歩兵小隊

熟練軍楽隊

防御力

特技

リアクション：13

種別：人間（モブ） 出身世界：各種
レベル：５
ＨＰ：85　ＭＰ：36　士気：５
行動値：10　移動力：３

解説：厳しい訓練に耐え抜いた歩兵部隊。

《挟撃》２：射程０Ｓｑの自身以外の対象が行
なう攻撃の命中＋１Ｄ、ダメージ＋ 10。士気
１点。１ラウンド１回。
《長槍》：メジャー。射程０Ｓｑの単体に白兵
攻撃。命中判定 3D+11。〈武器〉4D+13 点の
ダメージ。

武器 炎熱 衝撃 体内防御力

特技

15 8 10

リアクション：13

種別：人間（モブ）出身世界：各種
レベル：５
ＨＰ：85　ＭＰ：36　士気：５
行動値：10　移動力：３

解説：身長に数倍する長大な槍で騎兵を待ち構
える歩兵部隊。騎馬突撃に怯まぬ勇気が必要で
あり、訓練度の差が直接戦力に反映される兵科
である。

《パイク》：メジャー。射程０Ｓｑの単体に白兵
攻撃。命中判定 3D+10。〈武器〉4D+12 点の
ダメージ。
《密集陣型》２：セットアップ。士気１点を支払う。
ラウンド中白兵攻撃の射程＋１。さらに、騎乗
状態及び、「騎馬兵」「騎兵」を名称に含む部
隊へのダメージ＋ 15。

武器 炎熱 衝撃 体内防御力

特技

15 8 11 0

リアクション：8

種別：人間（モブ）出身世界：アトラタン
レベル：１
ＨＰ：30　ＭＰ：15　士気：３
行動値：４　移動力：２

解説：補給物資を満載した部隊。移動商店や娯
楽施設、時には兵士の家族などがぞろぞろと付
いてきていることもある。移動する都市に近い。

《ショートソード》：メジャー。射程０Ｓｑの
単体に白兵攻撃。命中判定 3D+4。〈武器〉
3D+6 点のダメージ。
《補給》：メジャー。射程１の単体の士気を１
点回復させる。
《後方部隊》：常時。このエネミーはクリンナッ
ププロセスに士気が低下しない。

武器 炎熱 衝撃 体内防御力

特技

3 0 1 ０

リアクション：16

種別：人間（モブ） 出身世界：各種
レベル：５
ＨＰ：85　ＭＰ：36　士気：４
行動値：13　移動力：３

解説：百戦錬磨の傭兵部隊。金で雇われたとは
いえ、否、だからこそ恐るべき戦闘力を発揮する。

《長剣》：メジャー。射程０Ｓｑの単体に白兵
攻撃。命中判定 3D ＋ 12。〈武器〉4D+14 点
のダメージ。
《奮起》２：イニシアチブ。士気２点を支払い、
ＨＰを 10 点回復、ラウンド中攻撃力に＋ 10
する。１ラウンド１回まで。

武器 炎熱 衝撃 体内防御力

特技

12 6 9 ０

リアクション 12

種別：人間（モブ） 出身世界：各種
レベル：５
ＨＰ：60　ＭＰ：30　士気：５
行動値：５　移動力：３

解説：優れた射手のみで編制された弓兵小隊。

《長弓》：メジャー。射程４Ｓｑの単体に射撃
攻撃。命中判定 3D+10。〈武器〉4D+14 点の
ダメージ。判定前に士気１点を支払う場合、範
囲３を対象とする。
《火矢》：マイナー。そのメインプロセスでダメー
ジを与えた対象に炎上２を与える。

武器 炎熱 衝撃 体内防御力

特技

9 5 5 ０

リアクション 16

種別：人間（モブ） 出身世界：各種
レベル：５
ＨＰ：75　ＭＰ：35　士気：４
行動値：15　移動力：３

解説：後方攪乱などを担当する隠密部隊。その
中でも選りすぐりの熟練である。

《毒の短剣》：メジャー。射程０Ｓｑの単体
に白兵 攻 撃。命中判 定 3D ＋ 12。〈武器〉
3D+12 点のダメージと毒 15 を与える。
《隠密機動》１：士気１点を支払うと、敵Ｓｑ
を含むあらゆる移動阻害を無視し、かつ移動力
＋２して移動できる。

武器 炎熱 衝撃 体内11 6 8 ０

リアクション：12

種別：人間（モブ） 出身世界：各種
レベル：５
ＨＰ：95　ＭＰ：36　士気：５
行動値：６　移動力：３

解説：敵の弓にも突撃にも決して引かぬ勇気と、
巨大な盾で身を守る重装歩兵部隊。

《長槍》：メジャー。射程０Ｓｑの単体に白兵
攻撃。命中判定 3D+10。〈武器〉4D+9 点のダ
メージ。
《友軍援護》２：士気１点を支払ってカバーリ
ングを行なう。行動済みでも可。そのプロセス
中、防御力＋ 10。
《ガード能力》３：（P2)

武器 炎熱 衝撃 体内防御力

特技

19 9 14 ０

リアクション：13

種別：人間（モブ）出身世界：各種
レベル：５
ＨＰ：75　ＭＰ：36　士気：４
行動値：10　移動力：３

解説：訓練を積んだ軍楽隊。

《短弓》：メジャー。射程２Ｓｑの単体に射撃
攻撃。命中判定3D+9。〈武器〉3D+6点のダメー
ジ。
《軍楽演奏》２：マイナー。射程３Ｓｑの自身
を除く味方の士気を＋１。

武器 炎熱 衝撃 体内防御力

特技

13 7 9 ０

0

追加エネミー＠マスコンバット
　あなたたちがマスコンバットで使用
するためのエネミーを紹介する。出身
世界は様々だが、あなたのシナリオを
デザインする助けとなるはずだ。
　エネミーの演出は変更してもよい。
たとえば歩兵小隊は、人間の歩兵でも、
エルフやゴブリンの歩兵でもよいわけ
だ。
　これらのエネミーは特記がない限
り、部隊崩壊状態になった場合、命中
判定とリアクション－１、ダメージ－
５されるものとする。



■エネミー・コンペンディウムⅡ

14 15

熟練装甲騎兵小隊

熟練長槍兵小隊

熟練弓騎兵小隊 魔法兵団

ダークエルフ弓兵

熟練魔法兵団

ダークエルフ槍兵

デーモンホード

リアクション：9

種別：人間（モブ）出身世界：各種
レベル：６
ＨＰ：67　ＭＰ：32　士気：５
行動値：３　移動力：１

解説：機械式の巻き上げ機で弦を引き絞る巨
大な重弩。このエネミーのＨＰが０以下になっ
た場合、その Sq に設置型重弩（『ルール 2』
P201）を配置する。

《バリスタ》：メジャー。射程２～８Ｓｑの単体
に射撃攻撃。命中判定 3D+9。〈武器〉4D+30
点のダメージ。判定前に士気１点を支払う場合、
範囲３を対象とする。
《副種別：人造》１：(P2）

武器 炎熱 衝撃 体内防御力

特技

9 0 5 0

リアクション：11

種別：人間（モブ）出身世界：各種
レベル：５
ＨＰ：69　ＭＰ：55　士気：６
行動値：７　移動力：３

解説：魔法師を前線における火力投射のために
用いる兵科。これまでの戦争の常識を覆す絶大
な火力を誇る。

《火炎魔法》：射程６Ｓｑの単体に射撃攻撃。
命中判定 5D ＋ 13。〈炎熱〉8D+14+[ 混沌レ
ベル× 3] 点のダメージ。22MP を消費。ダメー
ジを 2D 減らすことで、対象を十字に変更して
もよい。
《魔法連携》１：判定の直前。《火炎魔法》の
ダメージ＋ 10。士気 1 点。

武器 炎熱 衝撃 体内防御力

特技

6 5 5 ０

リアクション：13

種別：人間（モブ）出身世界：各種
レベル：５
ＨＰ：80　ＭＰ：36　士気：５
行動値：８　移動力：３（４）

解説：一撃離脱を得意とする熟練騎兵部隊。カッ
コ内は騎乗状態のもの。

《短弓》：メジャー。射程３Ｓｑ以内の単体に
射撃攻撃。命中判定 3D+10。〈武器〉4D+14
点のダメージ。
《強襲射撃》マイナー。士気２を支払い、全力
移動を行なう。そのメインプロセスに行なう射
撃攻撃のダメージに＋ 11。
《騎乗能力》：（『ルール 1』P332）

武器 炎熱 衝撃 体内防御力

特技

13 6 8 ０

リアクション：15

種別：混沌／妖精 出身世界：エルフ
レベル：6
ＨＰ：70　ＭＰ：47　士気：５
行動値：６　移動力：３

解説：長弓を帯びたダークエルフの歩兵。森の
中で比類なき機動力を有する。

《森の道》：マイナー。１Ｓｑ移動し（敵のいる
Ｓｑから脱出してもよい）、さらにもう一度この
特技を除くマイナーアクションを使用できる。
《逆棘の矢》マイナー。次の攻撃のダメージに
出血を追加する。
《ロングボゥ》：メジャー。射程１～４Ｓｑの
単体に射撃攻撃。命中判定 3D+12。〈武器〉
3D+30 のダメージを与える。

武器 炎熱 衝撃 体内防御力

特技

6 4 4 ０

リアクション 12

種別：人間（モブ） 出身世界：各種
レベル：８
ＨＰ：90　ＭＰ：93　士気：６
行動値：８　移動力：３

解説：エーラムでも選りすぐられた元素魔法の
使い手を集めた兵団。

《火炎魔法》：射程６Ｓｑの単体に射撃攻撃。
命中判定 5D ＋ 14。〈炎熱〉8D+17+[ 混沌レ
ベル× 3] 点のダメージ。22MP を消費。ダメー
ジを 2D 減らすことで、対象を十字に変更して
もよい。
《魔法連携》２：判定の直前。《火炎魔法》の
ダメージ＋ 15。士気 1 点。

武器 炎熱 衝撃 体内防御力

特技

6 6 6 ０

リアクション：15

種別：混沌／妖精 出身世界：エルフ
レベル：６
ＨＰ：80　ＭＰ：45　士気：５
行動値：９　移動力：３

解説：猛毒を塗った槍で武装したダークエルフ
の軽装歩兵。魔法の力で森そのものを動かし、
守りの盾とする。地形：森林でのリアクションを
含む達成値＋３。

《森の守り》：自身に対するダメージを 15 点軽
減する。１ラウンド１回。
《護衛機能》：（『ルール 2』P291）
《毒の槍》：メジャー。射程０Ｓｑの単体に白
兵攻撃。命中判定 3D+8。〈武器〉4D+25 のダ
メージと毒 10 を与える。

武器 炎熱 衝撃 体内防御力

特技

8 6 6 ０

リアクション：12

種別：人間（モブ） 出身世界：各種
レベル：６
ＨＰ：100　ＭＰ：36　士気：６
行動値：６　移動力：３（４）

解説：重装鎧と大型の楯で身を固めた熟練騎兵
部隊。カッコ内は騎乗状態のもの。

《騎兵槍》：メジャー。射程０Ｓｑの単体に白
兵攻撃。命中判定 3D ＋ 9。〈武器〉4D+13 点
のダメージ。
《機動防御》１：士気１点を支払ってカバーリ
ングを行なう。射程１Ｓｑ。行動済みでも可。
そのプロセス中、防御力＋３。１ラウンド２回。
《騎乗能力》：（『ルール 1』P332）

武器 炎熱 衝撃 体内防御力

特技

20 10 16 0

リアクション：17

種別： 出身世界：ディアボロス
レベル：７
ＨＰ：95　ＭＰ：40　士気：６
行動値：13　移動力：３

解説：ディアボロス界から出現したレッサーデー
モンの部隊。しばしば召喚士によって呼び出さ
れ、絶大な威力を振るう。

《悪魔の爪》：射程０Ｓｑの単体に白兵攻撃。
命中判定 3D ＋ 12。〈武器〉5D+18 点のダメー
ジ。
《炎の雨》：射程４Ｓｑの範囲１に射撃攻撃。
命中判定 3D ＋ 12。〈炎熱〉5D+12 点のダメー
ジと炎上 3 を与える。

武器 炎熱 衝撃 体内防御力

特技

15 15 15 ０

混沌／魔族（モブ）

熟練騎兵小隊

リアクション：14

種別：人間（モブ） 出身世界：各種
レベル：５
ＨＰ：75　ＭＰ：36　士気：６
行動値：９　移動力：３（４）

解説：戯画化したねじくれた人に、昆虫や動物
の諸相を加えたおぞましいアビス界の悪魔。彼
らとの接触は、必ず魂の堕落を意味する。

《騎兵槍》：メジャー。射程０Ｓｑの単体に白
兵攻撃。命中判定 3D ＋ 12。〈武器〉4D+15
点のダメージ。士気２点を支払うと、さらにダ
メージ＋ 15（判定前に宣言）。騎乗状態でな
ければ、ダメージ -15。
《騎乗能力》：（『ルール 1』P332）

武器 炎熱 衝撃 体内防御力

特技

14 7 09

邪紋兵団騎士団

天馬騎兵将軍（本陣）

豪傑

アーミー

リアクション：15

リアクション：11 リアクション：16 リアクション：17

リアクション：15 リアクション：17

種別：人間（モブ）

種別：人間 種別：人間（モブ） 種別：人間（モブ）

種別：人間（モブ） 種別：人間出身世界：アトラタン

出身世界：アトラタン 出身世界：各種 出身世界：各種

出身世界：アトラタン 出身世界：アトラタン
レベル：５

レベル：６ レベル：６ レベル：8

レベル：５ レベル：６
ＨＰ：58　ＭＰ：44　士気：７

ＨＰ：95　ＭＰ：60　士気：５ ＨＰ：82　ＭＰ：39　士気：６ ＨＰ：108　ＭＰ：58　士気：６

ＨＰ：69　ＭＰ：48　士気：７ ＨＰ：101　ＭＰ：56　士気：４
行動値：10　移動力：３（５）

行動値：7　移動力：３ 行動値：11　移動力：３（４） 行動値：13　移動力：１

行動値：14　移動力：５ 行動値：10　移動力：３

解説：クレストを与えられたロードたちによって
編制された騎士団。カッコ内は騎乗状態のもの。

解説：装甲兵によって守られたロード。一般的
なマスコンバットの指揮官として用いることを想
定している。

解説：投影体のペガサスにまたがった騎兵。カッ
コ内は騎乗状態のもの。 解説：投影された銃器や迫撃砲で武装した軍隊。

投影体の地球人であることもあれば、邪紋使い
であることもある。

解説：邪紋使いのみで編制された異形の軍隊。
オブリビヨンや暁の牙のようなエリート部隊でな
ければまず見ることがない。

解説：傭兵部隊を率いるレイヤー：ヒロイック
の暴れ者。

《騎士剣》：メジャー。射程０Ｓｑの単体
に白兵攻撃。命中判定 3D ＋ 11。〈武器〉
3D+23 点のダメージを与える。ダメージ
に＋ [ 移動した Sq 数× 2] を加算。
《重撃の印》４：ダメージロールの直前。
ダメージ＋ 4D。
《王騎追打の印》１：ダメージロールの
直前。対象に硬直を与える。
《剣の誓い》１：セットアップ。シーン終
了まですべての判定のダイスを＋１、リア
クション＋４、ダメージに＋８。士気２点。
《騎乗能力》：（『ルール 1』P332）

《奮迅の印》２：メジャー。シーン（選択）
の対象の士気を＋２。10MP 消費。
《再動の印》１：メジャー。射程４の単体
を未行動に。１シーン１回。8MP 消費。
《闘志の印》３：メジャー。視界内の単体
の MP を 4D+7 回復し、士気＋１。１シー
ン１回。
《妨害の印》２：射程 4Sq の単体の判定
の達成値を－４。ラウンド 1 回。6MP。
《増幅の印》３：射程 4Sq の単体のダ
メージロールに＋ 3D+7。ラウンド２回。
5MP。
《ガード能力》２：(P2）

《手槍》：メジャー。射程１Ｓｑの単体に
射撃攻撃。命中判定 3D ＋ 12。〈武器〉
4D+15 点のダメージ。士気２点を支払う
と、さらにダメージ＋ 15（判定前に宣言）。
騎乗状態でなければ、ダメージ -15。
《急降下》：マイナー。そのプロセスの攻
撃のダメージ＋ 20。飛行状態のみ。
《騎乗能力》：（『ルール 1』P332）
《飛行能力》：（『ルール 1』P334）

《アサルトライフル》：メジャー。射程３Ｓ
ｑの単体に射撃攻撃。命中判定 3D ＋ 14。
〈武器〉4D+34 点のダメージを与える。
《フルオート》：マイナー。《アサルトライフ
ル》をプロセス中範囲に変更。
《75㎜迫撃砲》：メジャー。射程３～５Ｓ
ｑの範囲１に射撃攻撃。命中判定 3D ＋
14。〈衝撃〉5D+38 点のダメージを与える。
《電撃戦》１：セットアップ。３Ｓｑ移動
を行なう。士気 2 点。

《妖獣の猛襲》：メジャー。通常移動を行
なった後、射程０Ｓｑの単体に白兵攻撃。
命中判定 3D ＋ 13。〈武器〉3D+27 点の
ダメージを与える。ダメージに＋ [ 移動し
た Sq 数× 2] を加算。
《狩猟者の姿》：マイナー。そのプロセス
で行なう白兵攻撃のダメージに＋７。

《英雄武技》１：メジャー。射程０Ｓｑの
単体に白兵攻撃。命中判定3D+12。ダメー
ジ 5D+18。MP5 消費。
《空舞う英雄》１：マイナー。飛行状態で
通常移動。プロセス中の命中判定＋１。
MP7 消費。
《振りかぶり》１：マイナー。白兵攻撃の
ダメージ＋７。MP7 消費。
《英雄乱舞》１：命中判定直前。《英雄武
器》の対象を範囲２に変更。このエネミー
は含まれない。MP4 消費。
《奮起》１：イニシアチブ。ＨＰを 10 点
回復し、ラウンド中攻撃力＋ 5。士気２点
を消費する。１ラウンド１回。
《ガード能力》２：(P2）

武器

武器 武器 武器

武器 武器炎熱

炎熱 炎熱 炎熱

炎熱 炎熱衝撃

衝撃 衝撃 衝撃

衝撃 衝撃体内

体内 体内 体内

体内 体内防御力

防御力 防御力 防御力

防御力 防御力

特技

特技 特技 特技

特技 特技

13

23 15 15

13 204

14 8 8

4 1312

19 10 12

12 170

0 0 0

0 0
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熟練邪紋兵団熟練騎士団

トロールの衝撃歩兵大工房重弩騎兵

大工房重弩歩兵

飛龍騎兵

リアクション：20

リアクション：18 リアクション：13 リアクション：16

リアクション：17 リアクション：15

種別：人間（モブ）

種別：人間 種別：混沌／妖精 種別：人間（モブ）

種別：人間（モブ） 種別：人間出身世界：アトラタン

出身世界：アトラタン 出身世界：フォモール 出身世界：各種

出身世界：アトラタン 出身世界：アトラタン
レベル：８

レベル：10 レベル：10 レベル：10

レベル：８ レベル：９
ＨＰ：90　ＭＰ：54　士気：７

ＨＰ：118　ＭＰ：60　士気：５ ＨＰ：165　ＭＰ：20　士気：５ ＨＰ：110　ＭＰ：55　士気：６

ＨＰ：111　ＭＰ：55　士気：７ ＨＰ：94　ＭＰ：36　士気：５
行動値：12　移動力：３（５）

行動値：10　移動力：３（４） 行動値：10　移動力：３ 行動値：12　移動力：３（５）

行動値：15　移動力：５ 行動値：７　移動力：３

解説：クレストを与えられたロードたちによって
編制された騎士団。攻撃は、《重撃の印》と《王
騎追打の印》を《王騎感応の印》で同時使用し
ているのを省略して記述している。カッコ内は騎
乗状態のもの。

解説：大工房同盟が誇る重弩騎兵部隊。厳しい
訓練をくぐり抜け、精緻極まる武装を持つ最強
の兵団である。

解説：トロールからなる分厚い肉の壁。喰うこと
しか考えない粗暴な集団で、突撃以外の戦術は
理解できないが、その威力の前に他に何が必要
だろうか。 解説：投影体のワイバーンにまたがった騎兵。

カッコ内は騎乗状態のもの。

解説：邪紋使いの中でもひときわ名の通った猛
者たちだけを集めた部隊。小国に匹敵する価値
がある。

解説：大工房同盟の原動力とでも言うべき、大
型の弩を備えた歩兵部隊。重弩の運用コストは
尋常ではなく、同盟の戦力基盤と言っても過言
ではない。

《騎士剣》：メジャー。射程０Ｓｑの単体
に白兵攻撃。命中判定 3D ＋ 12。〈武器〉
8D+28 点のダメージと硬直を与え、１Sq
強制移動させる。ダメージに＋ [ 移動した
Sq 数× 2] を加算。
《剣の誓い》１：セットアップ。シーン終
了まですべての判定のダイスを＋１、リア
クション＋４、ダメージに＋８。士気２点。
《騎乗能力》：（『ルール 1』P332）

《重弩》：メジャー。射程４Ｓｑ以内の単
体に射撃攻撃。命中判定 3D+10。〈武器〉
9D+14 点のダメージ。
《全力射撃》：マイナー。《重弩》の対象
を範囲１に変更する。
《強襲射撃》：マイナー。士気２を支払い、
全力移動を行なう。そのプロセスに行なう
射撃攻撃のダメージに＋ 14。
《機動戦闘》：《強襲射撃》を使用した直
後に士気１点を支払う。そのプロセスに
《重弩》を使用した後、使用可能な移動
力が残っていれば、さらに移動できる。
《騎乗能力》：（『ルール 1』P332）

《大暴れ》：マイナー。そのプロセス中の
白兵攻撃の命中判定－ 1D、ダメージ＋
20。
《巨大な棍棒》：メジャー。射程０Sq の単
体に白兵攻撃。命中判定 4D+15。〈武器〉
6D+33 点のダメージを与える。
《再生能力》５：（『ルール 1』P334）
《攻撃拡大Ⅰ》３：（『ルール 2』P289）
《 踏 破 機 能： 沼 地》 １：（『ルール 2』
P291）
《激怒》４：（P2）

《長槍》：メジャー。射程０Ｓｑの単体に
白兵攻撃。命中判定 4D ＋ 10。〈武器〉
6D+30 点のダメージ。士気２点を支払う
と、さらにダメージ＋ 15（判定前に宣言）。
騎乗状態でなければ、ダメージ -15。
《炎の息》：メジャー。射程３Ｓｑの直線
に射撃攻撃。命中判定 3D ＋ 12。〈炎熱〉
6D+20 点のダメージ。このエネミーを対
象に含まない。
《急降下》：マイナー。そのプロセスの《長
槍》のダメージ＋ 20。飛行状態のみ。
《騎乗能力》：（『ルール 1』P332）
《飛行能力》：（『ルール 1』P334）
《ガード能力》５：（P2）

《妖獣の猛襲》：メジャー。通常移動を行
なった後、射程０Ｓｑの単体に白兵攻撃。
命中判定 4D ＋ 15。〈武器〉3D+51 点の
ダメージを与える。ダメージに＋ [ 移動し
た Sq 数× 2] を加算。
《狩猟者の姿》：マイナー。そのプロセス
で行なう白兵攻撃のダメージに＋ 10し、
出血を追加する。
《死の舞踏》２：判定の直前。ダメージに
＋ 20し、属性を〈体内〉に変更する。士
気 2 点。１シーン２回。

《重弩》：メジャー。射程４Ｓｑの単体
に射撃攻撃。命中判定 3D+12。〈武器〉
8D+14 点のダメージ。判定前に士気１点
を支払う場合、範囲３を対象とする。
《爆裂矢》：マイナー。そのメインプロセス
でダメージを与えた対象に炎上３を与え
る。
《必中の狙い》：マイナー。そのメインプ
ロセスで行なう《重弩》による攻撃は急
所狙いと見なされ、かつ判定のダイスに
＋１される。クリティカルした場合、ダメー
ジ＋ 2D。

武器

武器 武器 武器

武器 武器炎熱

炎熱 炎熱 炎熱

炎熱 炎熱衝撃

衝撃 衝撃 衝撃

衝撃 衝撃体内

体内 体内 体内

体内 体内防御力

防御力 防御力 防御力

防御力 防御力

特技

特技 特技 特技

特技 特技

15

14 23 24

15 106

7 0 15

6 614

9 15 18

14 60

0 0 0

0 0

種別： 出身世界：

武器 炎熱 衝撃 体内防御力 武器 炎熱 衝撃 体内防御力

【筋力】

全体ＨＰ： ＭＰ：

【精神】
【共感】

【感覚】
【知力】

【反射】

レベル：

部位ＨＰ： 部位ＨＰ：

攻撃： 攻撃：
行動値： 移動力： 行動値： 移動力：

射程： 射程：

ドラゴンゾンビ

上半身 下半身

30／10 〈格闘〉4、〈頑健〉4

240 122

12／4〈意志〉3
3／1

155 170

1Sｑ竜の爪　
命中4Ｄ＋16　
攻撃力〈武器〉4Ｄ＋25

1Sｑ竜の尾　
命中4Ｄ＋9　
攻撃力〈武器〉6Ｄ＋35

14 ３ 9 ３

24／8
7／2

21／7

混沌／竜 ドラコーン
15

特技
《巨体》２：（『ルール1』P332）
《状態復帰》１：（『ルール1』P333）
《属性弱点：炎熱》１：（『ルール1』P334）
《対軍存在》１：（『ルール1』P335）
《飛行能力》１：（『ルール1』P335）
《副種別：亡者》１：(P2）

特技
《ファング＆クロウ》：メジャー。射程０Ｓｑ
の単体に２回白兵攻撃を行なう。２回目の
攻撃のダメージに＋15する。
《ドラゴンロアー》：判定の直後。射程４Ｓｑ
の単体を対象とする。その判定の達成値を
－５する。この特技は１ラウンドに１回ま
で使用できる。
《ポイズンブレス》：メジャー。射程４Ｓｑの
十字に射撃攻撃。命中判定4D+10。〈体内〉
6D+20点のダメージと毒15を与える。

特技
《テイルスマッシュ》：メジャー。射程０Ｓｑ
の範囲１に白兵攻撃。このエネミーを対象
に含まない。１点でもダメージを与えると、
３Ｓｑ移動させる。移動先はＧＭが決める
こと。
《腐食ガス》：メジャー。射程０Ｓｑの十字に
射撃攻撃。このエネミーを対象に含まない。
命中判定4D+10、〈体内〉3D+15ダメージと
毒５を与える。
《スタンプチャージ》：マイナー。そのメイン
プロセス中、このエネミーの行なう白兵攻
撃で１点でもダメージを与えると、硬直を
与える。

28 0 25 4 28 0 25 4

解説：竜の屍が混沌の諸力によって動かさ
れているドラゴンゾンビは、誇り高き竜族に
とってもっとも忌むべき存在である。そして
竜族以外の存在にとっては、竜と同じかそれ
以上の悪夢である。
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種別：
種別：

出身世界：
出身世界：

武器 武器炎熱 炎熱衝撃 衝撃体内 体内防御力 防御力
武器

武器
炎熱

炎熱
衝撃

衝撃
体内

体内
防御力

防御力

【筋力】
【筋力】

全体ＨＰ：
全体ＨＰ：

ＭＰ：
ＭＰ：

【精神】
【精神】

【共感】
【共感】

【感覚】
【感覚】

【知力】
【知力】

【反射】
【反射】

レベル：
レベル：

部位ＨＰ： 部位ＨＰ：部位ＨＰ： 部位ＨＰ：

攻撃： 攻撃：攻撃： 攻撃：

行動値： 行動値：移動力： 移動力：行動値： 行動値：移動力： 移動力：
射程： 射程：射程： 射程：

ケンコス エルダードラゴン 

頭部 上半身体 下半身

27／9　〈格闘〉4、〈頑健〉3
70／23〈格闘〉3、〈頑健〉3、〈力技〉3

280
1000

156
500

12／4〈意志〉3
29／9　〈意志〉3

15／5
16／5

140 600200 600

0Sｑ 0Sｑ牙　
命中4Ｄ＋13　
攻撃力〈武器〉4Ｄ＋33

牙　
命中3D+7
攻撃力〈武器〉〈衝撃〉4D+80

1Sｑ 1Sｑ拳　
命中4D+11　
攻撃力〈武器〉6D+45

爪　
命中3D+9　
攻撃力〈武器〉5D+60

20 13３ 49 3３ 4

16／5
18／6　〈知覚〉3、〈霊感〉3

20／6
21／7

21／7　〈射撃〉4
18／6　〈回避〉3、〈運動〉3

混沌／妖精
混沌／竜 ドラコーン

20
30特技

《巨体》２：（『ルール1』P332）
《状態復帰》１：（『ルール1』P333）
《対軍存在》１：（『ルール1』P335）
《飛行能力》１：（『ルール1』P335）

特技
《巨体》２：（『ルール1』P332）
《状態復帰》１：（『ルール1』P333）
《対軍存在》１：（『ルール1』P335）
《飛行能力》１：（『ルール1』P335）
《激怒》：マイナー。次に行なう攻撃のダイス
を-1Dし、ダメージ+30する。
《憤怒》：全体ＨＰが330以下になった場合、攻
撃のダメージを＋15し、出血を追加。

特技
《食いちぎる》：メジャー。射程０Ｓｑの単体
に白兵攻撃を行なう。ダメージに＋15し、
さらに出血を与える。
《光の吐息》：メジャー。射程０Ｓｑの直線６
に射撃攻撃。自身を対象に含まない。命中
判定4D+12。〈炎熱〉6D+50点のダメージを
与える。この攻撃に対してはガードを行な
えない。
《急速回避》：同一Ｓｑ以外から攻撃を受けた
場合に使用する。そのリアクションの達成
値に＋10する。全体HP20を失う。

特技
《巨竜咆吼》：セットアップ。４Ｓｑ内の敵す
べてと〈意志〉で対決。勝利した場合硬直
と放心を与える。
《巨竜連爪》：メジャー。射程１Ｓｑの２体以
内の対象に白兵攻撃。命中判定3D+12。〈武器〉
4D+65点のダメージを与える。
《ファイアブレス》：メジャー。射程６Ｓｑの
十字に射撃攻撃。命中判定4D+10。〈炎熱〉
8D+50点のダメージを与える。
《逆鱗の吐息》：50点以上のダメージを一度
に受けた場合に使用。ダメージを与えた対
象に、〈炎熱〉2D+40ダメージを与える。

特技
《指先の光》：メジャー。射程４Ｓｑの範囲
２に射撃攻撃。命中判定4D+10。〈炎熱〉
6D+35点のダメージを与える。この攻撃は
あらゆる遮蔽や視界を無視する。
《ケンコスの憤怒》：セットアップ。そのラウ
ンド中、一度だけ行動済になっても未行動
に戻る。ただし、【行動値】は０となる。
《全力射撃》：メジャー。射程10Ｓｑの十
字に射撃攻撃。命中判定4D+20、〈炎熱〉
10D+100ダメージを与える。頭部ＨＰが０
の場合使用できず、《ケンコスの憤怒》で得
られた追加行動中にのみ使用できる。
《ガード能力》６：(P2）

特技
《回転尾撃》：メジャー。部位１および部位２
から１Ｓｑ以内の敵すべてに白兵攻撃。命
中判定3D+12。〈衝撃〉4D+70点のダメージ
を与え、２Ｓｑ強制的に移動させる（ＧＭ
が決定する）。
《テイルバインド》：メジャー。射程３Ｓｑの
２体に白兵攻撃。命中判定3D+11、〈武器〉
4D+45のダメージを与える。ダメージを受
けた対象は、マイナーかメジャーで〈力技〉
難易度16の判定に成功するか、次に部位２
が一撃で30点以上のダメージを受けるまで、
移動が行なえず、判定のダイス－１。
《締め付け》：クリンナップ。《テイルバインド》
の効果を受けている対象に〈体内〉4D+60
ダメージ。自動命中する。
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フォモール

解説：フォモールの将軍のひとりであるケン
コスは、足のない異形の巨人の姿をしてい
る。彼はさらに魔力によって頭部と腕とを分
離させ、ひとりでまるで軍隊であるかのよう
に闘うのである。

解説：百年以上（あるいはもっと長いのかも
しれないが）の年を経て、同族との権力闘
争や冒険者たちの襲撃を生き延びた龍。極
めて狡猾にして邪悪であり、そして強欲であ
る。


