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あらすじ
　「探空士と双子の赤ずきん」で描かれた騒動から
１年。探空士たちのもとに、かつて依頼で送り届け
た双子たちの祖母、クラリス・オルコットから新し
い依頼がなされる。
　依頼の内容は、近く結婚記念日を迎える娘夫婦
に、手作りのケーキを届けてほしいというものだっ
た。探空士たちは双子の女の子、リリーとライラを
連れて、「ヴィクトリア・シティ」へと飛空艇を走らせる。
　クラリスは途中、エッジワースという『塔』に寄っ
て、注文していたメレンゲ人形をケーキの上に乗せ
てほしいとも依頼していた。依頼通りエッジワース
に赴き、お菓子屋さんでメレンゲ人形をケーキの上
に乗せてもらう探空士たち。しかし不運にも、デコ
レーションしたケーキが別のお客さんのものと取り
違えられてしまったらしい！
　探空士たちはケーキを持っていってしまった飛空
艇に追いつくことができるのだろうか？！
　

シナリオの構造
　このシナリオは、フライトフェイズ2回、探索フェ
イズと戦闘フェイズがそれぞれ1回ずつ行われるシ
ナリオだ。そのため、このシナリオを遊ぶためには

『基本ルールブック』のほかに、『蒸気と冒険の飛
空艇 RPG　歯車の塔の探空士 拡張ブック：探空
士と黒煙の奇跡』が必要となる。
　また、このシナリオは『基本ルールブック』掲載
の「探空士と双子の赤ずきん」（『基本』p170）の

１年後の物語だ。あらかじめそちらを遊んでからセッ
ションを遊ぶことで、より物語を楽しむことができる
ことだろう。

はじめに
　プリセッションで行う準備が終わったら、ＧＭは
次項に記述されているプロローグを読み上げ、セッ
ションの開始を宣言しよう。その後、ＧＭとプレイ
ヤー、ＰＣの自己紹介を順に行い、それらが終わっ
たら改めて、「進行の手順」に従って物語をはじめ
よう。

プロローグ
　お騒がせな双子の騒動から１年後。

　再び姉妹とその祖母に呼ばれた探空士たちは、お

祝いのケーキの配達を頼まれる。

　ちょっぴり成長した姉妹との、賑やかな空の旅。

　幼い嵐に吹き飛ばされることもなく、無事に終わる

と思いきや、そのケーキにはとある秘密があって……？

「赤ずきんと魔法のケーキ」

濛 と々噴き上がる蒸気と黒煙の風に乗って、

さあ、冒険の旅に出よう。

赤ずきんと魔法のケーキ
プレイヤー人数  ３〜４名 キーワード ドタバタ、かわいい 所要時間  ３〜４時間

シナリオ

あらすじ

シナリオの構造

はじめに

プロローグ
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オープニングフェイズ
　各々の自己紹介が終わったら、導入の描写を行
うことになる。ＧＭは以下の描写を読み上げ、プレ
イヤーにその内容を伝えよう。また、ＧＭが望むなら、
ＰＣたちはこの場面をどんな様子で過ごしているの
か、随所で彼らに演出を求めてもいいだろう。

導入の描写
　双子にまつわる騒動から１年後。この物語は、「ヴィ

クトリア・シティ」から少し離れた『塔』にある、小さ

な別荘地からはじまる。

　その日、キミたちはある仕事の依頼を受けにこの

『塔』を訪れていた。１年前にも見た風景に若干の

懐かしさを感じながらも、キミたちが別荘地の扉を叩

くと、その扉を開いてキミたちを出迎えてくれたのは、

かつて、キミたちがリリーとライラという２人の女の子を

送り届ける依頼を受けた際に、無事依頼を達成した

キミたちにねぎらいの言葉をかけてくれた、彼女たち

の祖母、クラリスだった。

　クラリスが「ようこそ、お待ちしておりましたよ」と

柔和に微笑むと、その後ろから元気な双子が顔を出

し、キミたちに駆け寄ってくる。

双子の台詞
「わあ！　本当に来てくれたのね！」

「探空士さん、わたしたちのこと覚えてる？」

　事の発端は数日前に遡る。

　キミたちがいつものように「ヴィクトリア・シティ」の

航空ギルドにやってくると、建物に入るなり、受付の

女性がキミたちに声をかけてきた。

受付の女性の台詞
「お待ちしておりました。クラリス・オルコット様より、

皆様宛にご依頼が届いていますよ」

「１年ほど前に、アデラ・ホワイトウッド様からご依頼

を受けたでしょう。オルコット様は、あの方のお母様

……あの双子のお嬢さんのお祖母様だそうです」

　丁寧に封をされた手紙を開いてみると、そこには

上品な字で、あなたたちに配達の依頼をしたいため、

別荘地まで来てほしい旨が認められていた。

　手紙を受け、依頼を受けることにしたキミたちはこう

して、彼女のもとまでやってきた、というわけだ。

　彼女らに紅茶と茶菓子で歓迎され、ＰＣが今まで
の冒険譚などの他愛もない話を彼女らに聞かせると、
しばらく後、クラリスはＰＣたちにこう切り出してくる。

クラリスの台詞
「今回は大切な依頼だから、顔なじみの探空士さん

に依頼しようと思ってね」

「この子たちの希望もあったし、皆さんにお願いするこ

とにしたのよ」

「近く、娘夫婦の結婚記念日があってね。 今年で１０

年目だから、盛大にお祝いしようと思って、張り切っ

ちゃってね。 孫たちと一緒に、プレゼントを用意した

のよ」

　クラリスは、机の上にちょこんと置かれた小さな
ベルを鳴らして合図すると、執事らしき老紳士が、
大きな箱を持ってきた。話しぶりと、芳しい香りから、
箱の中身が大きな焼き菓子であることは想像に難く
ない。

 進行の手順 
オープニングフェイズ
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クラリスの台詞
「これはね、我が家に伝わる、お祝いのための特別な

ケーキよ。 お砂糖とバターと、この『塔』で採れた

果物をたくさん使っているの。日持ちもするし、とって

もおいしいのよ」

「これを、孫たちと一緒に娘夫婦の屋敷まで届けてほ

しいのだけれど……ひとつだけ、寄ってほしい場所が

あるの」

「エッジワースという小さな『塔』があってね。 そこの

お菓子屋さんに、娘夫婦を模したメレンゲ細工のお

人形を作ってもらっているのよ」

「そのお人形をケーキの上に乗せてから、ヴィクトリア・

シティに届けてほしいの」

「お店の場所は、リリーとライラが知っているわ。 2 人

とも、しっかり案内してあげるのよ？」

　クラリスがそう言って微笑むと、双子は元気よく
「はーい！」と返事をし、「探空士さんたち、わたし
たちに任せて！」と胸を張る。
　PC たちが依頼を承諾すると、彼女はお礼を言い、
ケーキの箱を包装してＰＣたちに手渡す。
ひととおりの会話が済んだら、エッジワースへ向け
て出発しよう。オープニングフェイズはここで終了と
なり、フライトフェイズに移行する。

フライトフェイズ①
　このフェイズでのフライトシートおよびフライトエ
リアには、『基本ルールブック』の p159 に掲載さ
れているサンプルエリアの「定期連絡航路」を使用
しよう。

リリーとライラ
　このシナリオで行われるフライトフェイズでは、飛
空艇にリリーとライラの２人が乗り込む。彼女たちは

〈倉庫〉（『基本』p61）の効果で搭乗できるキャラ
クター 1 人分として扱うことができる。2 人はデータ
をもたない NPC であるため、船内マップ上にキャ

ラクターコマを配置せず、自身のシーンを持たない。

姉妹との交流
　「交流」アクションを行う場合、リリーとライラは２
人で１人のキャラクターとして扱う。彼女らは使用回
数が「制限なし」に変更された《愛され系》（『基本』
p40）の個性スキルを修得しており、彼女らに「交流」
を行うと、彼女らはアクションを行ったＰＣへの【キ
ズナ】を獲得する。彼女らは【キズナ】を獲得して
いるＰＣに対して、そのＰＣが望む任意のタイミングで

「判定支援」を行ってくれる。

チェックポイント：おしゃべり
　フライトシートに配置されているチェックポイント
では、「おしゃべり」（『基本』p92）の航行イベント
が発生する。航行イベントの処理を行う前に、以下
の描写を読み上げよう。

　エッジワースに向かう道中、リリーとライラは大事そ

うにケーキの包みを抱えながら、キミに話しかけてきた。

双子の台詞
「ねえ探空士さん、わたしたちのおばあちゃんが《魔

法使い》だって知ってる？」

「おばあちゃんの家系には魔法使いの血が受け継が

れていて、もちろんわたしたちにも魔法使いの血が混

じっているのよ！」

「わたしたちはまだ魔法が使えないけれど、いつかきっ

と素敵な魔女になるの！」

「このケーキを作るとき、おばあちゃんがケーキにおま

じないをかけてくれたのよ！」

「この箱を開けて、みんなで一緒に『おめでとう！』と

言えば、近くにいる動物さんたちが祝福に駆けつけて

くれるんですって。 お母さんは動物が好きだから、きっ

と喜んでくれるわ！」

　そう言うと、双子はＰＣたちに詰め寄り、いつにな
く真剣な顔で言葉を続ける。

フライトフェイズ①
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双子の台詞
「このことはわたしたちだけの秘密よ！　絶対に他の人

に言っちゃダメだからね！」

「おばあちゃんが言ってたわ。このおまじないは『塔』

の上でなら小鳥さんが集まってくるかわいい魔法だけど、

空の上だと大きなソラクジラが来るかもしれないって！」

「絶対に試しちゃダメよ！ このケーキは絶対に無事に届

けて、お母さんとお父さんのパーティーを成功させる

んだから！」

探索フェイズ
　このフェイズでは、クエストフェイズに代わり探索
ルールに則った探索フェイズが発生する。探索エリ
アには、このシナリオ末尾に掲載されている「エッ
ジワースの街」を使用しよう。
　この探索フェイズで発生する【サーベイ】の数は「４
つ」となる。フェイズ開始時点に公開されている【サー
ベイ】は、「大通り」の 1 つのみだ。残りは未公開

の状態でフェイズが開始される。
　GM は以下の描写を読み上げよう。

場面の描写
　キミたちはクラリスの依頼に従って、「エッジワース」

という小さな植民塔にやってきた。

　ここは小規模な街があり、可愛らしい小さなお店

が点在している。

　さあ、双子と共にお菓子屋さんに行き、メレンゲ細

工の人形を手に入れよう。

終了条件
　このフェイズの終了条件は、「港」のスポットに存
在する「サーベイ④」をクリアすることだ。

リリーとライラ
　このフェイズでは、ＰＣのうち誰か１人にリリーとラ
イラが同行し、その処理のための特殊ルールが適
用される。フェイズの開始時に、ＰＣ全員で話し合っ
て、誰がリリーとライラを連れて行くかを決めること。

探索フェイズ
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　リリーとライラは引率のＰＣがスポットを移動する
と、それに合わせてスポットを移動する。また、ＰＣ
は他のＰＣがいるスポットに差し掛かると、引き連れ
ているリリーとライラをそのＰＣに引き渡すことがで
きる。引き渡されたＰＣは、以後リリーとライラを引
率するＰＣとなる。
　この探索フェイズでは、それぞれの【サーベイ】は、
リリーとライラが同行しているＰＣ以外クリアすること
ができない。
　リリーとライラを引き連れていないＰＣは、そのス
ポットに【サーベイ】がないものとして処理を行うこと。

サーベイ①：大通り
　この【サーベイ】で発生する場面の演出と、探索
イベントは以下の通りとなる。

「お菓子屋さんはこっちよ！　前に来た時は、お母さん

にクッキーを買ってもらったの！」

　そう言ってはしゃぐ双子に案内され、キミはたくさん

の店が立ち並ぶ大通りへとやってきた。

　しかし、実際に通りに入ってみると、双子はきょろきょ

ろと辺りを見回し始めた。どうやら、お目当ての店が

見当たらないらしい。

「あれ？　このあたりだと思ったんだけど……」

「久しぶりに来たから、お店の見た目が変わっちゃっ

たのかも……」

　不安そうに右往左往するリリーとライラ。彼女たちは

しばらくして、泣きそうな顔をキミに向けてきた。どう

やら、キミも一緒にお店探しを手伝ってあげる必要が

ありそうだ。

　通常の探索イベントに代わり、シーンプレイヤー
の PC は「感覚・教養：7」の判定を行うこと。成
功すれば、最近壁と屋根を塗り直したと思われるお
菓子屋さんを見つけることができる。
　この行為判定に失敗しても【サーベイ】はクリア
となるが、無駄に歩き回って疲れてしまうため、PC
の【生命点】を「1D6 点」減少させること。
　【サーベイ】をクリアしたら、GM は以下の演出

を読み上げた上で、サーベイ②を公開すること。
　
店の扉を開けると、店内には客の列ができていた。

人気の店なのだろう。どうやらかなり混んでいるようだ。

店員たちは忙しそうに店中を動き回っていたが、双子

がやってきたことに気づくと、笑顔でキミたちを出迎え

てくれた。

「ああ、ホワイトウッドのお嬢さんですね！　クラリス様

から聞いておりますよ！」

「ご注文の品はできているのですが、ちょっと今お店が

混雑しておりまして……。デコレーションに少 お々時

間をいただきたいのです」

「お急ぎのところ申し訳ありませんが、ケーキをお預か

りしてデコレーションしますので、30 分ほどお待ちい

ただけますでしょうか？」

　ケーキを店員に預けると、彼はしゃがみこんで、リリー

に小さな整理券を手渡し、慌てた様子で店の奥へと

引っ込んでしまった。ともかく、少し待たなければなら

ないようだ。

　すると、ライラがキミとリリーの手を引き、店の外を

指した。

「ねえ、お店の中で待つのはつまらないわ。 せっかく

だから、パーティーのためのお花を買いましょうよ！」

「それはとっても素敵ね！　探空士さん、お花屋さんに

行きましょ！」

　……どうやら、もう少し双子に付き合わされることに

なりそうだ。

サーベイ②：商店街
　この【サーベイ】で発生する場面の演出と、探索
イベントは以下の通りとなる。

　双子に手を引かれて花屋に辿り着くと、そこには 1

人の男性客がいた。格好からして探空士のようだが、

彼は綺麗な金髪をびしっと整え、大きなバラの花束を

抱えていた。なんだか、かなり気合が入っている様子だ。

　彼のもう一方の手には、あのお菓子屋さんでキミ

たちが店員に手渡されたものと同じ整理券があった。

彼はキミたちに気が付くと、嬉しそうに話しかけてくる。
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「やあ、君たちもあのお菓子屋さんでデコレーションを

頼んだのかい？」

「あのお店は評判が良いからね。特にメレンゲ細工の

人形は最高だよ。贈り物にぴったりなんだ」

「実は僕も、メレンゲ細工の人形を頼んでいるんだ。

今日は僕と妻との結婚記念日でね！　ウェディング衣

装を着た、僕と妻の人形を作ってもらったんだよ。今

夜仲間たちと一緒にフネでパーティーをするから、サプ

ライズで用意したんだ」

（双子の両親の話をするなら）「本当かい？　そっちも

素敵なパーティーになるといいね」

「楽しみだなあ！　このあと、すぐに空に出て準備をす

るんだ。 フネで待っている妻もワクワクしているはずさ」

「おっと、つい立ち話をしてしまったね。 じゃあ、僕は

一足先にケーキを取りに行くよ。 お互いに良い旅を！」

　彼はそう言うと、キミたちに手を振り、スキップしな

がら店へと戻っていった。

　このスポットでは、探索イベントは発生しない。
上記の描写の読み上げが終わったら、この【サー
ベイ】はクリアとなる。双子と共に花束を買って、
店へと戻ろう。
　その後、サーベイ③を公開すること。

サーベイ③：大通り
　この【サーベイ】で発生する場面の演出と、探索
イベントは以下の通りとなる。

　お菓子屋さんへと戻ってくると、混雑は少し落ち着

いているように見えた。店員に整理券を見せるなら、

すぐに案内してもらえるだろう。

　「お待たせいたしました。こちらでお間違いないでしょ

うか？」

　店員はそういって、可愛らしくデコレーションされた

ケーキを双子に見せた。

　バラの花束を抱え、ウェディング衣装に身を包んだ、

金髪の夫婦の人形が乗ったケーキ。しかし、それを

見るなり、双子は怪訝そうな顔をする。

「えっ、これがお父さんとお母さんの人形？」

「おばあちゃんは赤いドレスを着たお母さんの人形を

注文したって言っていたのに、これは真っ白なドレス

じゃない！」

「それに、お父さんは金髪じゃないわ。黒髪よ！」

　双子の言葉に、店員がうろたえる。

「えっ？　少 お々待ちください！」

　彼はバタバタと厨房に消えていき、ほどなくして、

青い顔になって戻ってきた。

「も……申し訳ございません！　先程ケーキを注文され

た別のお客様に、間違ってクラリス様のケーキを渡し

てしまったようで……。すぐにスタッフが追いかけます！」

　そう言うなり、彼は大慌てで再び厨房に消えた。

　さて、大変なことになってしまった。だが幸いなこと

に、キミたちは、「同じような注文をされた別のお客様」

に心当たりがあるはずだ。

　金髪と大きな花束に、ウェディング衣装、ケーキを

受け取った時間帯。間違いない、ケーキを取り違えら

れたのは花屋で出会った探空士だ！

　このままのんびりと店員を待っていては、彼は飛び

立ってしまう。急いで港に行き、彼からケーキを取り

戻そう！

　このスポットでは、探索イベントは発生しない。
上記の描写の読み上げが終わったら、この【サー
ベイ】はクリアとなる。その後、サーベイ④を公開
すること。

サーベイ④：港
この【サーベイ】で発生する場面の演出と、探索イ
ベントは以下の通りとなる。

　港へ辿り着いたキミたちは、あの探空士のものらし

きフネを探した。しかし、それらしいフネは見当たらな

い。一歩遅かったか！

　リリーとライラが互いに顔を見合わせ、不安そうにキ

ミの服の裾を掴んだ。

「どうしよう……。 このままじゃ、お父さんもお母さんも、

ケーキを作ってくれたおばあちゃんもがっかりさせちゃ

うわ」
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「それに、あの人は空の上でパーティーをするって

言っていたわ。 とっても危険よ、だってあのケーキは

……」

　ここでケーキを諦めるのは、探空士の依頼としては

失敗だろう。それに、あの探空士が飛び立ったのは

つい先ほどのはずだ。港で聞き込みをすれば、行き

先を特定できるかもしれない。

　リリーとライラのため、そしてあの探空士のためにも、

ここで情報を集めて、ケーキを追いかけるのが良いだ

ろう。

通常の探索イベントに代わり、シーンプレイヤーの
PC は「教養・身体：7」の判定を行うこと。成功
すれば、港の商人や探空士たちから、「あの探空
士のフネは、今夜、ソラクジラが見られるスポット
でパーティーを行うらしい」という情報を得ることが
でき、そのスポットへの空路も知ることができる。
なお、この行為判定に失敗すれば、この探索イベン
トを終えても【サーベイ】をクリアすることはできない。
　【サーベイ】をクリアしたら、探索フェイズを終了し、
フライトフェイズ②に移行しよう。

フライトフェイズ②
　このフェイズでのフライトシートおよびフライトエ
リアには、『基本ルールブック』の p160 に掲載さ
れているサンプルエリアの「ターゲットを追え！」を
使用しよう。

チェックポイント：一方その頃
　フライトエリアに設定されているチェックポイント
では、航行イベントに加えて、特殊な描写が演出さ
れる。
　この描写では、「一方その頃」として、PC たち
の飛空艇から離れた、ケーキを取り違えた探空士た
ちのフネの様子を演出することになる。
　GM は以下の描写を読み上げ、プレイヤーに伝
えよう。

　ケーキを取り違えているとは知らず、そのフネはソラ

クジラがよく出現するというスポットに来ていた。

　船内にある、きらびやかに飾り付けられた〈食堂〉

には夫婦とその仲間たちが集まっており、今まさに、

夫が愛する妻にサプライズプレゼントを渡そうとしていた。

「実は……君にプレゼントがあるんだ。 エッジワース

の店で、並んで買ってきたんだよ」

　そう言って、彼はケーキの箱を差し出す。

　ゆっくりと箱を開けると……そこには、可愛らしい人

形が鎮座したケーキがあった。

「……あれ？」

　夫が首を傾げる。箱の中身が、注文したケーキで

はなかったからだ。

　「ちょっと待って、これは違う……」と制止する彼を

よそに、仲間たちは口をそろえて言った。

「結婚記念日、おめでとう～！」

　このチェックポイントでは、上記の「一方その頃」
の演出に加えて、ソラクジラ（『基本』p92）の航
行イベントも発生する。以下の描写を読み上げ、航
行イベントの処理を行おう。

　キミたちが港で聞いたポイントに向かっていると、窓

の外から、「きゅうん」という可愛らしい声が聞こえてくる。

　外を覗いてみれば、ソラクジラの群れがキミたちと

同じ方向へと空を泳いでいた。その群れは、一直線

にどこかへと向かっているようだ。

　ソラクジラの群れは大変珍しいものだ。普段ならそ

の幸運に喜ぶところだが、今は悪い予感しかしない。

とにかく急いで向かおう！

クエストフェイズ
　このフェイズは戦闘フェイズ（『基本』p109）と
なる。PC たちは夫婦と仲間たちのフネがいるスポッ
トへとたどり着き、迫るソラクジラの群れを追い払っ
てケーキを取り戻すこととなる。
　ＧＭはフェイズのはじめに、以下の描写を読み上
げよう。

フライトフェイズ②

クエストフェイズ
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場面の描写
　飛空艇を空に走らせて数時間ほど、薄い雲の向こ

うに、うっすらと飛空艇の影が見えてきた。

　良かった、無事だった――そう思った矢先、周囲の

雲海から、次 に々「きゅうん」という鳴き声が響き渡った。

　声の正体は、道中でも見たソラクジラの群れだ。

彼らは一斉に、夫婦が乗るフネへと向かっていく。

　フネの主も異常に気付いたようで、救難信号を出

しながら慌てて旋回しているが、間に合いそうにない。

このままではソラクジラたちがフネに体当たりし、ケー

キどころかフネも無事には済まないだろう。

　砲撃でソラクジラたちを追い払い、ケーキを取り戻

そう！

エネミー
　このフェイズでは敵対するエネミーとして、『探空
士と黒鉛の軌跡』の p62 から掲載されている「ソ
ラクジラ」が３体登場する。
　今回登場するソラクジラたちは、魔法の力で集
まっているだけで、興奮はしていれど、キミたちや
夫婦の乗るフネへの敵意はない。そのため、修得
している《ヒレの一撃》の効果で行なう行為判定は

「１回」のみとなる。とはいえ、駆けつけたソラク
ジラたちは夫婦のフネを祝福せんとたいそう興奮し
ており、ある程度本気で砲撃しなければ、群れを追
い払うのは難しいだろう。

　このフェイズでは、ソラクジラたち３体の行動を決
めるために、ＧＭは各ラウンドの開始時に、［航行
不能］でないソラクジラ１体につき下記の「ソラクジ
ラ行動表」を振ること。

終了条件
　このフェイズの終了条件は、「ソラクジラ行動表」
の結果に従い、「ソラクジラ」を２体以上戦闘フェイ

ズから脱落させる」ことだ。

エンディングフェイズ
　PC たちの飛空艇がソラクジラとの戦闘に勝利し、
無事に追い払うと、エンディングフェイズに移行する。
GM は以下の描写を読み上げ、エンディングを演出
してほしい。

場面の描写
　ソラクジラたちを無事に追い払うと、襲われていた

飛空艇から、拡声器で声がかかる。声の主は、例

のケーキを取り違えた探空士だ。

探空士の台詞
「助けてくれてありがとう！ 君たちは……もしかして、

エッジワースで会った人たちかい……？」

（肯定すると）「やっぱり！ 停泊していたフネと同じフネ

だったから、そうだと思ったんだ」

 ソラクジラ行動表　1D6

1
興奮したソラクジラは、ケーキをめがけて突進する！　この処理がこのフェイズ中に６回行われれば、
突進された飛空艇は［航行不能］になり、フェイズは終了する。キミたちが［航行不能］となったフネ
を救い上げる頃には、ケーキは台無しになっていることだろう。もし、この処理の終了時にソラクジラ
の【生命点】が「10点」以下なら、ソラクジラは正気を取り戻しこのフェイズから脱落する。このラウ
ンドでは、このソラクジラは「主導権チェック」に参加しない。

2

3 興奮したソラクジラの標的はＰＣたちの飛空艇だ！　このラウンド中、ソラクジラはＰＣたちの飛空艇
に対し修得しているスキルアクションを行うべく行動する。具体的にどう行動するかはＧＭが判断する
こと。もし、この処理の終了時にソラクジラの【生命点】が「7点」以下なら、ソラクジラは正気を取
り戻しこのフェイズから脱落する。

4

5

6
今の所、ソラクジラは落ち着いていて、攻撃する素振りを見せない。この処理の開始時にソラクジラの【生
命点】が「５点」以下なら、ソラクジラは正気を取り戻しこのフェイズから脱落する。このラウンドでは、
このソラクジラは「主導権チェック」に参加しない。

エンディングフェイズ
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「それにしても、こんなことになるなんて……。ソラクジ

ラの群れに突進されるなんて初めてだ。僕たち、何

か怒らせるようなことでもしたのかなあ……」

「とにかく、本当にありがとう。 キミたちがいなかったら、

今頃どうなっていたか」

「このケーキはお嬢さんたちのケーキだろう？ 無事に

とってあるから、そっちに渡すよ」

お互いに慎重に飛空艇を操縦し、飛空艇同士を近

づけ、ケーキを受け取る。ケーキの受け渡しが済ん

だら、彼らとはここでお別れだ。依頼を達成するため、

「ヴィクトリア・シティ」に向かおう。

　ＰＣたちが無事にヴィクトリア・シティに辿り着き、
姉妹とケーキを送り届けると、姉妹は「探空士さ
ん、今日は本当にありがとう！ おかげで素敵なパー
ティーができるわ！」とお礼を言ってくれる。そのう
えで、彼女らはこんな提案をしてくることだろう。

双子の台詞
「ねえ探空士さん、このあと、わたしたちのパーティー

に来ない？」

「おばあちゃんが、わたしたちのために頑張ってくれ

た人には、ちゃんとお礼をしなさいって言っていたわ！ 

パーティーは楽しいし、とってもいいお礼になるはずよ！」

「お母さんもお父さんも、この冒険の話を聞いたらきっ

と歓迎してくれるはずだわ！」

　ＰＣたちはクラリスから充分な報酬が貰えるが、
せっかくの提案だ。ちょっぴり成長した姉妹からの
招待で、富豪のパーティーにお呼ばれするというの
も悪くないだろう。
　ＰＣたちはこの姉妹の提案に乗っても良いし、矜
持に合わないというなら断っても構わない。もし提
案に乗る場合は、ホワイトウッドのお屋敷で、ソラ
クジラの突進ではなく、小鳥たちの歌で彩られた、
賑やかなパーティーを楽しむことができるだろう。
　ＰＣたちがそれぞれ望む「その後」を演出したら、
セッションは終了だ。お疲れ様。
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探索シート
探索エリア名

エッジワースの街
シナリオ名

赤ずきんと魔法のケーキ

総サーベイ数

4
このフェイズのクリア条件

「港」のスポットに発生する「サーベイ④」をクリアす
ることだ。

　
　
サ
ー
ベ
イ

公開 発生場所 公開条件 クリア

① ○ 大通り フェイズ開始時から公開

② 商店街 「大通り」の
【サーベイ】を１つクリア

③ 大通り 「商店街」の
【サーベイ】をクリア

④ 港 「大通り」の
【サーベイ】を２つともクリア

　
ス
ポ
ッ
ト
A

スポット名

港

スポットの様子

飛空艇が停泊できる港。
キミたちの飛空艇のほかに、商船とみられるフ
ネがいくつか停泊している。

サーベイの有無スポット属性

飛空艇 休憩
  
  

　
ス
ポ
ッ
ト
B

スポット名

農地

スポットの様子

「ヴィクトリア・シティ」ではなかなか見られない、
一面の小麦畑。

サーベイの有無スポット属性

散策  
  
  

　
ス
ポ
ッ
ト
C

スポット名

住宅街

スポットの様子

どこかで焼けるパンの匂い。子供を探す親の声。
静かな時間が流れる住宅街だ。

サーベイの有無スポット属性

散策 休憩
  
  

　
ス
ポ
ッ
ト
D

スポット名

大通り

スポットの様子

街の中心部を貫く大通り。目当てのお菓子屋さ
んはこの通りに面している。

サーベイの有無スポット属性

散策  
  
  

　
ス
ポ
ッ
ト
E

スポット名

商店街

スポットの様子

色とりどりのお店が軒を連ねる商店街。ショー
ケースの中には見たこともないものがいっぱい
だ。

サーベイの有無スポット属性

迷路  
  
  

　
ス
ポ
ッ
ト
F

スポット名

職人街

スポットの様子

職人たちの働く声と機械の音が鳴り響く職人街。
他の区域とは少々雰囲気が違う。

サーベイの有無スポット属性

散策 危険
  
  


