
〈〈〈〈ラクシアラクシアラクシアラクシア一一一一のおのおのおのお宝宝宝宝シリーズシリーズシリーズシリーズ〉〉〉〉    リプレイリプレイリプレイリプレイ    第二第二第二第二グループグループグループグループ編編編編    

第第第第１１１１話話話話「「「「夢夢夢夢のののの始始始始まりまりまりまり～～～～巨大海賊船巨大海賊船巨大海賊船巨大海賊船、、、、現現現現るるるる！～」！～」！～」！～」    

    

・・・・前書前書前書前書きききき        

    皆様皆様皆様皆様どうもこんにちはどうもこんにちはどうもこんにちはどうもこんにちは！！！！初初初初めましてのめましてのめましてのめましての方方方方はははは初初初初めましてめましてめましてめまして！〈！〈！〈！〈ラクシアラクシアラクシアラクシア一一一一のおのおのおのお宝宝宝宝〉〉〉〉シリーズシリーズシリーズシリーズ GMGMGMGM のぺんのぺんのぺんのぺんタコスタコスタコスタコス

でございますでございますでございますでございます！！！！このこのこのこの度度度度はははは本書本書本書本書をごをごをごをご覧頂覧頂覧頂覧頂きありがとうございますきありがとうございますきありがとうございますきありがとうございます！！！！    

    本書本書本書本書はははは〈〈〈〈ラクシアラクシアラクシアラクシア一一一一のおのおのおのお宝宝宝宝〉〉〉〉シリーズシリーズシリーズシリーズ１１１１話話話話のののの別別別別グループグループグループグループ作品作品作品作品となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。セッションセッションセッションセッション内容内容内容内容としましてとしましてとしましてとしまして

はははは第一第一第一第一グループグループグループグループのののの物物物物とととと同一同一同一同一になりますになりますになりますになります。。。。PLPLPLPL さんがさんがさんがさんが変変変変わるとわるとわるとわるとセッションセッションセッションセッション内容内容内容内容がどうがどうがどうがどう変変変変わるのかわるのかわるのかわるのか････････････編集前編集前編集前編集前のののの

GMGMGMGM としてもとしてもとしてもとしてもドッキドキドッキドキドッキドキドッキドキですですですです。。。。    

    尚尚尚尚、、、、あらすじやあらすじやあらすじやあらすじや登場人物登場人物登場人物登場人物にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、TRPGTRPGTRPGTRPG    ONLINEONLINEONLINEONLINE 様様様様のののの〈〈〈〈ラクシアラクシアラクシアラクシア一一一一のおのおのおのお宝宝宝宝〉〉〉〉シリーズシリーズシリーズシリーズのののの項目項目項目項目にににに掲載掲載掲載掲載しししし

てありますてありますてありますてあります。。。。そちらもそちらもそちらもそちらも是非是非是非是非ごごごご覧覧覧覧になっていただければとになっていただければとになっていただければとになっていただければと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    さてさてさてさてさてさてさてさて、、、、今回今回今回今回はどんなはどんなはどんなはどんなセッションセッションセッションセッションになりますやらになりますやらになりますやらになりますやら・・・・・・・・・・・・はじまりはじまりはじまりはじまりはじまりはじまりはじまりはじまり～！～！～！～！    

 

 

・・・・セッションセッションセッションセッション開始開始開始開始＆＆＆＆自己紹介自己紹介自己紹介自己紹介        

GMGMGMGM：お、こんばんは～皆早いですな！ 

GMGMGMGM：さて、お時間前ですが、揃ってくださったので開始しましょうか？ 

一同一同一同一同：：：：はーい！ 

GMGMGMGM：さて、改めまして、今回はセッションへのご参加、ありがとうございます。まだまだ GMGMGMGM としては未熟で

すが、少しでも楽しんでいただけたらと思います。よろしくお願いします 

一同一同一同一同：：：：よろしくお願いします～ 

 

    このこのこのこの時時時時、、、、結構結構結構結構ベテランベテランベテランベテラン勢勢勢勢がががが多多多多くてくてくてくてビビリビビリビビリビビリまくってるまくってるまくってるまくってる GMGMGMGM ぺんぺんぺんぺんタタタタ・・・・・・・・・・・・頑張頑張頑張頑張れれれれオイラオイラオイラオイラ・・・・・・・・・・・・ひっひっふひっひっふひっひっふひっひっふーーーー（（（（謎謎謎謎    

    

GMGMGMGM：さて、では導入の前に、PC の自己紹介をしていただきたいと思います。 

では上から！ユーリィユーリィユーリィユーリィどうぞ！ 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「あたしの名前はユークリウッド・イラクリオン。親しい奴からはユーリィユーリィユーリィユーリィって呼ばれてる」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「近くの小さな村に住んでたんだが、あたしはそんなところで一生を終える人間じゃないと思って、

冒険者として一旗揚げるために、ダーレスブルグに来たのさ」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「ル＝ロウドの神官で、いっつもフラフラしてたんだが、今はそよ風亭に腰を落ち着けているよ」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：以上です 

一同一同一同一同：ﾊﾟﾁﾊﾟﾁﾊﾟﾁ～ 

    

ルルルル＝＝＝＝ロウドロウドロウドロウドってってってって自由自由自由自由なななな感感感感じでいいよねえじでいいよねえじでいいよねえじでいいよねえ････････････。。。。いつもいつもいつもいつもティダンティダンティダンティダンかかかかサカロスサカロスサカロスサカロスかかかかルルルル＝＝＝＝ロウドロウドロウドロウドでででで悩悩悩悩むむむむ GMGMGMGM がここがここがここがここ

にににに一人一人一人一人。。。。    

    

GMGMGMGM：ではお次、レンレンレンレンさんお願いします！ 

レンレンレンレン：（プレイヤー発言）作成中  



ゲンマゲンマゲンマゲンマ：（プレイヤー発言） wktk 

ジャックジャックジャックジャック：そんなに気合が・・・・^^ 

レンレンレンレン：「僕、シュトラーレンレンレンレンカノーネ＝ヴェルーンフィッツて言います。ガン使いです」 

レンレンレンレン：「冒険者になったのは、師匠に成人になったので一人で生きていけと言われて追い出されたからで

す。ヨロシクお願いします」(・ω<) ﾃﾍﾍﾟﾛ 

一同一同一同一同：ﾊﾟﾁﾊﾟﾁﾊﾟﾁ～ 

    

レンレンレンレンははははエルフエルフエルフエルフののののマギシューマギシューマギシューマギシューさんさんさんさん！！！！エルフエルフエルフエルフはははは弓弓弓弓ってってってってイメージイメージイメージイメージがががが固固固固まっているまっているまっているまっている頭頭頭頭カチカチカチカチカチカチカチカチなななな GMGMGMGM にはにはにはには刺激的刺激的刺激的刺激的

なななな PCPCPCPC さんですさんですさんですさんです！！！！勉強勉強勉強勉強させてもらおうさせてもらおうさせてもらおうさせてもらおう・・・・・・・・・・・・。。。。    

    

レンレンレンレン：（プレイヤー発言） こんな感じで良いですか？ 

GMGMGMGM：おっけーです！では続けてゲンマゲンマゲンマゲンマ！行ってみましょう！ 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：OK！ そんじゃあいくぜよ！！ 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「わしの名前はゲンマゲンマゲンマゲンマ、えー、ゲンマゲンマゲンマゲンマ アエスタースじゃっけか。ああ、自分でよう分かっとらんのは

ガキの頃の記憶がブッチンブッチンちぎれてるからじゃ。記憶喪失って奴じゃのう、ワハハのハ〜」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「でもある日であった奴が言うにはわしゃあ家出して以来行方不明じゃったって話で未だ両親はわ

しを捜しとるらしい。まあ 自分が何者か分かりゃあせん以上帰れと言われても帰れんからのう、ま、ケセ

ラセラってやっちゃ」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「ちなみに自分が誰かも分からん間から拳と歌で生計立てとった。そのお陰かちょっと柄悪い付き

合いには自身があるきに。よろしゅうな。」 

一同一同一同一同：ﾊﾟﾁﾊﾟﾁﾊﾟﾁ～ 

レンレンレンレン：（すごく暗そうな過去持ちの割りに明るいな～この人……両親生きているだけ良いな～） 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：ちなみに出で立ちは見ての通りアロハに眼鏡に海パンじゃ! 

 

    アロハアロハアロハアロハ眼鏡眼鏡眼鏡眼鏡がががが素敵素敵素敵素敵ななななシャドウシャドウシャドウシャドウさんさんさんさん！！！！このこのこのこの飄飄飄飄々々々々としたとしたとしたとしたキャラキャラキャラキャラはははは PTPTPTPT のいいのいいのいいのいいカンフルカンフルカンフルカンフル剤剤剤剤になりそうだなになりそうだなになりそうだなになりそうだな～～～～とととと思思思思

いつついつついつついつつ・・・・・・・・・・・・しかししかししかししかしスゴイシャドウスゴイシャドウスゴイシャドウスゴイシャドウだだだだ（（（（笑笑笑笑））））    

    

    

ジャックジャックジャックジャック：ではつきー 

GMGMGMGM：ほい！お願いします！ 

ジャックジャックジャックジャック：「あっしの名前はジャックジャックジャックジャックでやす。軍人の家系に生まれて鍛えられやした」 

ジャックジャックジャックジャック：「でも戦争で負けて最近まで投獄されてたんでやす。サバイバル訓練のときのマシュマロの味が

忘れられないでやす」 

ジャックジャックジャックジャック：いじょ 

一同一同一同一同：ﾊﾟﾁﾊﾟﾁﾊﾟﾁ～ 

 

    ジャックジャックジャックジャックははははルンフォルンフォルンフォルンフォののののファイターファイターファイターファイターさんさんさんさん！！！！マシュマロマシュマロマシュマロマシュマロ好物好物好物好物ののののルンフォルンフォルンフォルンフォ・・・・・・・・・・・・いいですいいですいいですいいです。。。。そのそのそのそのギャップギャップギャップギャップはははは非常非常非常非常ににににアアアア

リリリリですですですです！！！！    



 

GMGMGMGM：では最後！リューリューリューリューお願いします！ 

リューリューリューリュー：「僕の名前はリュシアン＝サウスオール！」 

リューリューリューリュー：「将来有望のソーサラーさ！」 

リューリューリューリュー：「冒険者になったのは狭い村の中じゃ僕の知識欲を満たせないからさ！」 

リューリューリューリュー：（プレイヤー発言） こんな感じでどうでしょ？ 

一同一同一同一同：ﾊﾟﾁﾊﾟﾁﾊﾟﾁ～ 

レンレンレンレン：（ﾓﾌﾓﾌ……） 

リューリューリューリュー：「やめろよー！」 

 

    おおおお手本手本手本手本のののの様様様様ななななタビットソーサラータビットソーサラータビットソーサラータビットソーサラーののののリューリューリューリュー。。。。今回今回今回今回ももももモフモフモフモフモフモフモフモフ出来出来出来出来るぞるぞるぞるぞ～～～～わわわわーーーーいいいい！！！！・・・・・・・・・・・・うちのうちのうちのうちの卓卓卓卓ははははシャドウシャドウシャドウシャドウとととと

タビットタビットタビットタビットをををを招招招招くくくく何何何何かがあるのだろうかかがあるのだろうかかがあるのだろうかかがあるのだろうか（（（（笑笑笑笑））））    

 

GMGMGMGM：はい、皆さん素敵な自己紹介ありがとうございました！いやーキャラ濃くていいですね～。GMGMGMGM も負け

ずに頑張るぞっ！ 

    

    

    

・・・・舞舞舞舞いいいい降降降降りるりるりるりるショーウィショーウィショーウィショーウィ・・・・ガレオンガレオンガレオンガレオン、、、、集集集集うはうはうはうはメイドカフェメイドカフェメイドカフェメイドカフェののののスペシャルメニュースペシャルメニュースペシャルメニュースペシャルメニュー！？！？！？！？        

GMGMGMGM：さて、それでは導入に入りたいと思います。 

GMGMGMGM：皆さんは、オレンジの○で囲ってある橋の国「ダーレスブルグ公国」にいます。 

GMGMGMGM：皆さんはそこにある小さな冒険者の店「桜舞うそよ風亭」に集まった、駆け出しの PT です。 

GMGMGMGM：ちなみに、店の主は、この店の看板娘でもある「コトリコトリコトリコトリ・ホワイティア」 

GMGMGMGM：明るくて器量も良くて料理も美味い、冒険者達の心のオアシスです。ちなみにこんな子。（画像ペタ） 

GMGMGMGM：両親が蛮族に殺されてから、一人で店を切り盛りしているぞ！ 

    

リューリューリューリュー：（、、、かわいい） 

レンレンレンレン：（露出度高くない？）(〃∇〃) 

ジャックジャックジャックジャック：メイドカフェですね 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：きゃわいいのう、こりゃあ入り浸ってまうわ〜 

 

今日今日今日今日ももももコトリコトリコトリコトリさんのさんのさんのさんの人気人気人気人気はははは絶好調絶好調絶好調絶好調！！！！！！！！ってってってってメイドカメイドカメイドカメイドカフェフェフェフェじゃないようじゃないようじゃないようじゃないよう。。。。冒険者冒険者冒険者冒険者のののの店店店店だようだようだようだよう・・・・・・・・・・・・。。。。イラストイラストイラストイラスト、、、、頑頑頑頑

張張張張ってってってって描描描描くからねくからねくからねくからね、、、、もうちょっともうちょっともうちょっともうちょっと待待待待ってねってねってねってね（（（（泣泣泣泣））））    

 

GMGMGMGM：さて、時刻は朝。皆は思い思いに朝食を摂っている所からスタートしましょう。 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：わしらはもう知り合いでええんか？ 

GMGMGMGM：いいですよー！皆さんは駆け出し PT って事になってます 

ジャックジャックジャックジャック：「ロボビタン D をおくれでやす」 



コトリコトリコトリコトリ：「はーい！ちょっと待ってくださいね」にこっ 

レンレンレンレン：「あるの！？」Σ(ﾟ口ﾟ; 

リューリューリューリュー：（ニンジンガジガジ、、、 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「スパムじゃ！スパムサンドにソーセージじゃ！ないならスパムじゃ！」 

GMGMGMGM：コトリコトリコトリコトリ「はいはーい！すぐに用意しますね～」ぱたぱた 

レンレンレンレン：「僕はミルクとトーストで」  

リューリューリューリュー：「お姉さん、ニンジンおかわり！」 

コトリコトリコトリコトリ：「ふふっ、皆さんが来てくれてから、お店が賑やかで嬉しいです♪」 

GMGMGMGM：皆が次々に注文をする中で、コトリコトリコトリコトリは楽しそうに仕事をしてます。 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「いや〜悪いのー、男臭い連中で」 

ジャックジャックジャックジャック：「別にあっしらがいなくても、街の若い連中が行列作ってやすぜ、姉さん」 

リューリューリューリュー：（おいしそうにほうばっている 

GMGMGMGM：コトリコトリコトリコトリ「はーい、ロボビタン D とスパムとトーストミルク、おまけにニンジン二本、おまちどおさまです」ま

とめてひょいひょい 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「そういやわしら一番乗りじゃったのー。泊まり客の役得かの、むほっ」 

 

 

    皆皆皆皆、、、、メニューメニューメニューメニューがががが独特過独特過独特過独特過ぎるぎるぎるぎる！（！（！（！（爆笑爆笑爆笑爆笑））））しかししかししかししかし涼涼涼涼しいしいしいしい顔顔顔顔でそれをでそれをでそれをでそれを出出出出すすすすコトリコトリコトリコトリさんはやはりさんはやはりさんはやはりさんはやはり素晴素晴素晴素晴らしいらしいらしいらしい・・・・・・・・・・・・料理料理料理料理

上手設定上手設定上手設定上手設定にしといてよかったねにしといてよかったねにしといてよかったねにしといてよかったね。。。。おおおお嫁嫁嫁嫁さんにほしいねさんにほしいねさんにほしいねさんにほしいね！（！（！（！（力説力説力説力説））））    

 

GMGMGMGM：そうして皆が楽しそうに食事をしていると・・・お店が急に暗くなりました。 

リューリューリューリュー：？なになに？ 

コトリコトリコトリコトリ：「あら？」 

レンレンレンレン：「！？」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「なんじゃ？魔動機でもぶっ壊れたか？」 

ジャックジャックジャックジャック：「月は・・・・月はでているでやすかぁぁぁ」 

GMGMGMGM：突然の事に驚く一同。急に暗くなったのは、突然空が陰ったからみたいです。外に出てみますか？ 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：出てみます。「なんじゃなんじゃ？」 

リューリューリューリュー：同じく外に出ます「なになに？」 

ジャックジャックジャックジャック：「テーブルの下に避難」 

レンレンレンレン：（プレイヤー発言） 窓から外の様子を確認 

GMGMGMGM：では、外にでたゲンマゲンマゲンマゲンマとリューリューリューリュー、窓からみたレンレンレンレンは、信じられない光景を目撃します 

レンレンレンレン：「飛行…船…？」 

リューリューリューリュー：口を大きく開けてあっけとしている 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「なんじゃありゃあ、船を腹の下から見るなんて普段ないこっちゃで」 

GMGMGMGM：そこに現れたのは、巨大な帆船。大きな大きな船が、空をゆっくりと移動しています。 

リューリューリューリュー：「こんな大きな飛行船初めて見た、、、」 

レンレンレンレン：「なに あれ？」 



ゲンマゲンマゲンマゲンマ：GMGMGMGM,普段この辺を飛行艇が航行する事はある事ですか？ 

GMGMGMGM：いいえ、ありません。突然のことなので、国民も驚いているようです。 

ジャックジャックジャックジャック：「あの時と同じでやす。恐ろしいことでやす」（ガタガタブルブル) 

GMGMGMGM：街の人々や、皆さんが呆気にとられていると、船から突然声が聞こえました。 

レンレンレンレン：(･｡･)ｷｮﾄﾝ 

？？？？？？？？？？？？：『あー、あー、マイクテスマイクテス』 

レンレンレンレン：（カッコ悪 ）ｽﾞｺｯ 

GMGMGMGM：船から聞こえる声。マギテックであるレンレンレンレンは、それが魔動機文明の技術を使われていることが分かり

ます。 

ジャックジャックジャックジャック：「マイク=デス軍団が襲ってきたでやすぅぅぅぅ」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「いや、アレそういう事ちゃうと思うで」 

リューリューリューリュー：「僕もそう思う」 

？？？？？？？？？？？？：『おれの名前はキャプテン・ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア。この船、“ショーウィ・ガレオン”の船長をやっている』 

レンレンレンレン：「とりあえず なんでしょう？ 芸人？ 派手ですが」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「ニャニ！？おひねりの取り分は渡さへんで！」 

ジャックジャックジャックジャック：「見逃してほしいでやす、あっしカシュカーンに従兄弟が住んでるんでやす～」 

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：『とある目的で、協力者を求めたい。ん～そうだな・・・海岸でいいか。そこに船を泊める。興

味がある奴は来てくれ！』 

レンレンレンレン：「何 あれ？ 船員募集告知？」 

GMGMGMGM：海賊船はそのままゆっくりと移動し、ダーレスブルグの少し南の海岸に移動して、動きを止めました。 

ジャックジャックジャックジャック：「今のうちに逃げるでやす。これがラストチャンスでやすよ～」 

GMGMGMGM：オレンジの点あたりに、ガレオンが止まってます。（漆黒の砂漠）そこに、丁度ユーリィユーリィユーリィユーリィが帰ってきまし

た。 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「おう、全員いるみたいだな。しっかし、今のはなんだったんだい？」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「おお、ユーリィユーリィユーリィユーリィ見とったか？ えらい事件やったでぇ」 

レンレンレンレン：「あ、ユーリィユーリィユーリィユーリィさん おかえり」 

リューリューリューリュー：「ユーリィユーリィユーリィユーリィおかえりー！」 

レンレンレンレン：「事件というかなんなの？アレ？」 

ジャックジャックジャックジャック：「なんまんだぶなんまんだぶなんまんだぶ」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「主にジャックジャックジャックジャックが機能不全や。」 

レンレンレンレン：（何故 念仏？）Σ(ﾟдﾟ;) ﾇｵｫ!? 

 

    各各各各々々々々ののののリアクションリアクションリアクションリアクションもももも非常非常非常非常にににに独特独特独特独特！！！！いいですねえいいですねえいいですねえいいですねえ～～～～本当本当本当本当にににに濃濃濃濃くていいですくていいですくていいですくていいです！！！！GMGMGMGM はにやにやしながらはにやにやしながらはにやにやしながらはにやにやしながら話話話話

をををを進進進進めちゃうぞっめちゃうぞっめちゃうぞっめちゃうぞっ！！！！    

 

GMGMGMGM：皆が慌てふためいていると、店の奥から音が鳴ります。 

コトリコトリコトリコトリ：「あら？ちょっと待っててくださいね」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：この店主結構図太い？ 



レンレンレンレン：＞ユーリィユーリィユーリィユーリィ （プレイヤー発言） それくらいの度胸ないと冒険者の宿の店主やれないかと 

GMGMGMGM：音を聞いたコトリコトリコトリコトリは一旦裏に戻ってなにやら話し込んでいます。どうやら通話のピアスの音だったよう

です。さて、話を終えたコトリコトリコトリコトリは、皆の所に戻ってきます。その面持ちは、真剣です。 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「何じゃ？」 

コトリコトリコトリコトリ：「皆さん、たった今、ダーレスブルグ公国から依頼が入りました。」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「へぇ、コトリコトリコトリコトリ。何かいい儲け話かい？」 

レンレンレンレン：「なんか顔がマジって……え？国から ﾎﾝﾄ」Σ(ﾟдﾟ;) ﾇｵｫ!? 

ジャックジャックジャックジャック：「依頼って通話のピアスで来るもんなんでやすか。すごいでやす。」 

コトリコトリコトリコトリ：「本当に緊急時の時だけなんですけどね。ちょっと、私的に」 

リューリューリューリュー：「さっきの船に関することかな？」 

コトリコトリコトリコトリ：「そうです。先程の海賊船の情報を、出来るだけ多く仕入れて欲しい。報酬は一人５００G です」 

レンレンレンレン：「情報収集ですか」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「ふむ、あのけったいな海賊船の調査で 500G ねぇ、太っ腹なようなケチ臭いような・・・」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「まあ、あたしらみたいな駆け出しにはちょうどいい額だろうねぇ」 

コトリコトリコトリコトリ：「公国側も混乱していて、可能な限りの情報が欲しいそうです。ただ、状況が状況なので、危険を冒

さない程度に、との事ですが。」 

レンレンレンレン：（金ほしいんでありがたいんですけど いいのかな～） 

ジャックジャックジャックジャック：「あっしは早く 1800G 貯めないといけないんでやす」 

リューリューリューリュー：「海賊船に関する情報かぁ、気になるなぁ、受けてみたいなぁ（チラッ」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「危険を冒すなと言われて冒さないなら冒険者って商売は大分楽じゃき！でもちょっとあの船には

行ってみたいのう」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「よっしゃ！！その話、乗ったよ。」 

コトリコトリコトリコトリ：「ユーリィユーリィユーリィユーリィさん、ありがとうございます。他の皆さんはどうですか？」 

ジャックジャックジャックジャック：「海賊船でやすか？まあ、変形しないなら怖くないでやすが」 

レンレンレンレン：（変形……ｷﾗｷﾗ） 

ジャックジャックジャックジャック：「船のうちに沈めるほうがいいでやすよ」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「合体変形は・・・ロマンだねぇ・・・」 

    

    変形変形変形変形・・・・・・・・・・・・キラキラキラキラキラキラキラキラ。。。。・・・・・・・・・・・・実装実装実装実装しようかなしようかなしようかなしようかな（（（（笑笑笑笑））））    

 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「わしゃあ海の男じゃあ！海賊とだって腹ぁ割ってハナシ付けちゃるわい！ ・・・出来るだけ暴力

沙汰はなしで！」 

レンレンレンレン：「危険がない程度なら……言っときますけどスカウトの心得 僕ないですからね」 

GMGMGMGM：では皆さん、依頼を受けるという形でよろしいですかな？ 

一同一同一同一同：：：：「はーい！」 

コトリコトリコトリコトリ：「ありがとうございます。皆さん、くれぐれも無理はしないでくださいね」心配そうながらも、元気よく皆

を見送ります。 

ジャックジャックジャックジャック：「もちろん危険なことなんてしないでやす」 



リューリューリューリュー：「いってきまーす！」 

GMGMGMGM：さて、ここで何か買い物しようと思えば可能です。まだ買いたい物ある～という人は言ってくださいな 

レンレンレンレン：（プレイヤー発言） ない 

ジャックジャックジャックジャック：お金ない^^ 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：（プレイヤー発言） ない 

リューリューリューリュー：（プレイヤー発言） ５０G じゃあねぇ 

GMGMGMGM：ですよね～。では出発という事にしましょう。 

 

    うううう～～～～んんんん・・・・・・・・・・・・今度今度今度今度からからからから前金前金前金前金とかとかとかとか用意用意用意用意したしたしたした方方方方がいいかもしれないがいいかもしれないがいいかもしれないがいいかもしれない。。。。同同同同じじじじ内容内容内容内容でもでもでもでもセッションセッションセッションセッションでででで学学学学べるべるべるべる事事事事はははは違違違違いいいい

ますねますねますねますね～～～～    

 

    

・・・・潜入潜入潜入潜入、、、、邂逅邂逅邂逅邂逅、、、、逆逆逆逆ささささファミリアファミリアファミリアファミリア？？？？        

GMGMGMGM：では、皆さんは半日掛けて、先程の帆船が泊まっている所まで、特に大きな脅威に出会わずにやっ

て来ました。 

GMGMGMGM：さて、宙に漂う巨大帆船。近くでみると、ますます巨大であることが分かります。 

リューリューリューリュー：「改めて見てみても、、、大きいなぁ」（内心かなりわくわくしている） 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「しっかし、大きいねぇ・・・」 

レンレンレンレン：「でかい」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「デーハーと海と・・・まあわしのアイデンテテ―をよう潰してくれるやっちゃで・・・」 

GMGMGMGM：皆が思い思いの印象を抱いていると、船からまたあの声が聞こえます。 

？？？？？？？？？？？？：『おーう、やっときたか。もーちょいで昼寝する所だったぜ』 

レンレンレンレン：（昼寝してればいいのに・・・） 

ジャックジャックジャックジャック：「見つかったでやす！？」 

リューリューリューリュー：声の特徴は分かりますか？ 

GMGMGMGM：＞リューリューリューリュー はい、分かります。そよ風亭で聴いたときと同じ、若い男の声ですね。 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：(返答に困るのぅ、まさか国からの依頼とも言えんし) 

レンレンレンレン：（プレイヤー発言） 自分らと船員＋男の声以外に回りに人気あります？ 

GMGMGMGM：＞レンレンレンレン ありませんね。船の甲板にも人気は無いです。 

レンレンレンレン：（あれ？甲板にも人気ないんだが？みんな休憩中？？？） 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「はっはっは！！ゆっくり寝てるといいさ。その間に船はあたしらのもんさ」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「ちょっと！何言っちゃってんのよユーリィユーリィユーリィユーリィちゃん！冗談きついでホンマ！」 

？？？？？？？？？？？？：『まぁまぁ、そういきり立つなって。とりあえず上がってこい。大事な話は顔を合わせて、ってな』 

GMGMGMGM：その声と同時に、船から縄はしごが下ろされてきます。 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「ほーう・・・」 

ジャックジャックジャックジャック：「変なところでケチってやすね」 

リューリューリューリュー：「あやしいなー（でも行きたいなー」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：縄梯子に罠が仕掛けられてない事をこっそり確認します 



レンレンレンレン：「罠････？」 

GMGMGMGM：ほい、ならば罠感知判定でもしてみますか。達成値は５ 

GMGMGMGM：【罠感知判定】（スカウト or レンレンレンレンジャーLv＋知力Ｂ＋2D） 

一同一同一同一同：ころころ・・・・全員成功！ 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：ファンブルじゃなきゃ成功や 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：そうだ、ラック唱えておきます（行使成功） 

GMGMGMGM：はいはーい。おっけいです 

    

    プリーストプリーストプリーストプリーストはははは信仰神信仰神信仰神信仰神によってによってによってによって固有魔法固有魔法固有魔法固有魔法があるからがあるからがあるからがあるから逐一逐一逐一逐一チェックチェックチェックチェックしないとなあしないとなあしないとなあしないとなあ・・・・・・・・・・・・。。。。しかししかししかししかしラックラックラックラック・・・・・・・・・・・・なんとなんとなんとなんと便便便便

利利利利なななな・・・・・・・・・・・・。。。。    

 

GMGMGMGM：罠などは仕掛けられていないようです。加えて縄はしっかりとしており、皆が同時に登っても大丈夫そ

うです。 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：真っ先に上って行きます。多分一番危機対応能力があるのが自分やし 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「ふむふむ」 

ジャックジャックジャックジャック：「じゃあっしは最後で」 

リューリューリューリュー：「いやいや、僕が最後で」 

レンレンレンレン：（プレイヤー発言） 4 番目くらいで 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「あたしが二番手かい？」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「こういう状況で真っ先に死ぬのって先頭としんがりやで」 

リューリューリューリュー：＞ジャックジャックジャックジャック 「おじさん戦士なんだから前のほうでいいでしょ！」 

GMGMGMGM：ではでは、皆が順番を気にしながら登ると、船の中に出ました。登り終えた皆に、話しかける声がしま

す。 

？？？？？？？？？？？？：「お待ちしておりました、皆さん」 

リューリューリューリュー：探索判定振ってみてもいいですか？ 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：武器は構えないけど警戒はしてます 

GMGMGMGM：ほいほい、達成値またまた５ 

GMGMGMGM：【探索判定】（スカウト or レンレンレンレンジャー or ミスティック Lv＋知力Ｂ＋2D） 

一同一同一同一同：ころころ・・・成功！ 

GMGMGMGM：ではでは、皆が声の方に目を向けると、１羽の鳥がとまっています。 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「なんだ？使い魔かい？」 

レンレンレンレン：「あんたが、”キャプテン・ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア”か…って鳥？」 

？？？？？？？？？？？？：「お初にお目に掛かります。私、キャプテン・ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーアのファミリア、名を“エストエストエストエスト”と申します。以

後、お見知りおきを」 

リューリューリューリュー：「、、、鳥が喋ったぁ！」 

レンレンレンレン：「（しゃ、しゃった～～？？？）Σ (ﾟДﾟ;)」 （ファミリアⅡだと？） 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「自我がある！？」 

ジャックジャックジャックジャック：「鳥が喋る分けないでやす。きっとトリックでやす」といって鳥のさかさまにしてボタンを探します。 



エストエストエストエスト：「疑う理由も尤もですが、トリックでもなんでもないです・・・」ゆさゆさされながらも冷静に返す。 

リューリューリューリュー：「調べつくしてやんよ」と一緒に探します 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：こいつをぶん殴れば船長やれるか？ 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「インコだかオウムだか人の声をまねる生き物が居るっつ―のは知っとるが、それがコイツかの

う？」 

ジャックジャックジャックジャック：「電池入れるのはここでやすかね。ぐりぐり」 

エストエストエストエスト：「で、電池なんかないですよ。マスターは優秀なソーサラーですから・・・あれでも」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：＞ジャックジャックジャックジャック 「やめんかい！最初っから喧嘩売ってどないすんねん？」ツッコミチョップ 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「よーし、ジャックジャックジャックジャック、そのままそのまま捕まえておけよー」 

エストエストエストエスト：「やれやれ、ではこのままキャプテンの所までご案内します。そこの通路をまっすぐすすんでいただ

けますか？」エストエストエストエストは逆さまにされながら、翼で通路を指します。 

レンレンレンレン：「案内 ありがとうございます」ﾍﾟｺﾘ 

GMGMGMGM：「恐縮です」逆さでﾍﾟｺﾘ 

レンレンレンレン：「キャプテンは飛行船もちだし マギテックかと思ってんですけど 兼業？」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「まあ海賊やし、箔つけるのに丁度ええんちゃうん？」 

エストエストエストエスト： 「マギテック技能は・・・はて？マスターも、使う技能と使わない技能の差は激しいので・・・」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「ふーむ・・・」 

レンレンレンレン：「（兼業数多いの）Σ(￣ε￣;|||･･･」 

リューリューリューリュー：「ほかに優秀なマギテックでもいるんじゃないの？」 

レンレンレンレン：「それもそうか」 

    

    しかししかししかししかし皆皆皆皆、、、、慎重慎重慎重慎重なななな割割割割にはにはにはにはエストエストエストエストでめっちゃでめっちゃでめっちゃでめっちゃ遊遊遊遊んでますねんでますねんでますねんでますね（（（（笑笑笑笑））））    

    

GMGMGMGM：さてさて、エストエストエストエスト（（（（逆逆逆逆ささささ））））に案内されると、いかにも船長室、という所に案内されました。 

リューリューリューリュー：（どきどき） 

エストエストエストエスト：「マスター、皆さんをお連れしました」 

？？？？？？？？？？？？：「おう、皆まとめてごくろーさん。・・・お前大変そうだなーエストエストエストエスト」 

エストエストエストエスト：「・・・白々しいです、マスター」 

レンレンレンレン：「どうもヤジウマ一号です」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「あんたがキャプテン・・・なんだっけ？」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「キャプテン・・・トルティーヤとちゃうか？ パンナコッタ？ん？ごっちゃになってもうたわ」 

レンレンレンレン：「いやいや 使い魔なんですし 視覚共有してるんじゃあ？」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「トトカルチョだっけ？」 

ジャックジャックジャックジャック：「キャプテン、ドンタコスでやすよ」 

リューリューリューリュー：「キャプテン＝タコス？」 

？？？？？？？？？？？？：「はっはっは、面白い奴らだな～。ま、ともかく先に自己紹介だな」 

 

ここまでここまでここまでここまで名前名前名前名前をををを間違間違間違間違えられるとえられるとえられるとえられると・・・・・・・・・・・・いっそいっそいっそいっそ清清清清々々々々しいしいしいしい。。。。    



ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「改めて、俺はキャプテン・ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア。この船“ショーウィ・ガレオン”の船長にして、“ヴェ

ルダー海賊団”の団長だ」 

ジャックジャックジャックジャック：「なんだ、マイク=デス軍団じゃなかったでやすか」 

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「あ？そんな奴いたっけな～？この前ケンカ売ってきたから適当にキャノンぶっ放した船は

あったが」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：（プレイヤー発言） ＞GMGMGMGM その名前に聞き覚えはありますか？ 

GMGMGMGM：＞ユーリィユーリィユーリィユーリィ では見識判定しましょう。達成値１６ 

GMGMGMGM：【見識判定】（セージ or バード or アルケミスト Lv＋知力Ｂ＋2D） 

一同一同一同一同：ころころ・・・失敗！ 

リューリューリューリュー：あんまり有名でない？ 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：六ゾロ以外無理じゃないですかーw 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：そこは知る人ぞ知るって言っとこうやないの 

エストエストエストエスト：「まぁ、あんまり知名度高くないですしね」 

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「そっかぁ知らないかぁ・・・結構長くやってんだけどなぁ、海賊」 

リューリューリューリュー：「この船は船長一人で操作してるの？」 

レンレンレンレン：「他の船員さんは？」 

エストエストエストエスト：「他のクルーは諸事情で出ておりますので・・・今いるのはマスターと私だけですね」 

ジャックジャックジャックジャック：「今までどんなことやってきたでやんすか？」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「いやぁ〜自分海の男と言っても浜専なもんで〜」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「ふーん。それで？その海賊団の船長があたしらに何の用なのさ」 

レンレンレンレン：「（空飛んでるし 空賊のような？ ゴロ イメージ？それとも普段は海で航海？）」 

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「う～ん・・・よし。纏めて質問に答えよう。今回の話にも絡むことだしな」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：説明カモン 

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「で、話の前になんだが・・・お前等、“ラクシア一のお宝”って知ってるか？」 

ジャックジャックジャックジャック：「一つなぎの秘法でやすな」 

 

ちっがちっがちっがちっがーーーーうううう（（（（笑笑笑笑））））皆皆皆皆、、、、海賊海賊海賊海賊ネタネタネタネタだとぱっとだとぱっとだとぱっとだとぱっと思思思思いつくのかないつくのかないつくのかないつくのかな～？～？～？～？まぁまぁまぁまぁ、、、、今今今今やややや全世界全世界全世界全世界でででで人気人気人気人気だしねだしねだしねだしね～～～～    

 

レンレンレンレン：（プレイヤー発言） 知ってる判定？ 

GMGMGMGM：ほい、見識どうぞ！達成値８！ 

一同一同一同一同：ころころ・・・・成功！ 

GMGMGMGM：ほい、では共有メモに情報載せましょう！ 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：意外と知られてるのか 

    

 【ラクシア一のお宝】 

古いおとぎ話に出てくる空想の産物。この大陸全てと同じ価値があると言われている。  

 

リューリューリューリュー：「知ってるよ。でも古いおとぎ話の空想のものでしょ？」 



ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「ああ!!あの、おとぎ話のか」 

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「おとぎ話なんかじゃないさ。俺はあるって信じてる」 

リューリューリューリュー：「（うさんくさいものを見る目で見る。）」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「まあまあ、一応聞くだけ聞いてみようや。頭から否定するのはおいちゃんいかんと思うで」 

レンレンレンレン：「ぶっちゃけ この大陸そのものってオチじゃあないですよね？」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「ほほう!!ロマンだな!!」 

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「で、俺はずっとそのお宝を探して世界中を飛び回ってきた。そして情報を仕入れた結果、こ

の辺りにあるんじゃないかって思って降りてきたってわけだ」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「ふむふむ、その根拠は？」 

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「ああ、北の方で面白い本を見つけてな。しかし、ガレオンのメンテやら書物の解読やらで忙

しくてな。俺の代わりに調査とかしてくれる奴らを探してたんだわ。」 

レンレンレンレン：「自分の部下じゃあダメなんですか？ 人手が足りないんですか？」 

リューリューリューリュー：「なんだか危なそう、、、」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「なかなかいい奴じゃないか。で？あたしらの取り分は？」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「とどのつまり探索の依頼に来たってこっちゃな。海賊を自称してるの除けば普通の依頼と変わら

んけどなぁ」 

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「そういうこった。で、当然報酬もある」 

GMGMGMGM：キャプテンはパチンと指を鳴らすと・・・ 

GMGMGMGM：どさどさどさ～～～～～！大量の金銀財宝が、皆の前にどさどさ降ってきます。 

リューリューリューリュー：！！！？？！！？ 

レンレンレンレン：「あら！？」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「何やこれ！？」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「おお!!」 

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「この船に積んであるお宝、占めて１０億 G。お宝が見つかったら、これをお前等に分けてや

る」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「よし乗った！！」 

ジャックジャックジャックジャック：「そんな。おいらはザルツ地方がもらえればそれでいいでやすよ」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「こりゃあ・・・噂に聞くバウムガルトでもこれだけ持っとる奴はおらんで・・・」 

リューリューリューリュー：「ここここんなにもらっちゃっていいの！？」 

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「ああ。俺はお宝が手に入ればそれでいいからな」 

リューリューリューリュー：「で、でも騙されないもんね！全部あげるって言わないと信じないもんね！」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「探す宝がおとぎ話が情報ソースってのが問題やな」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：一応、財宝の見識判定と真偽判定してもいいですか？ 

GMGMGMGM：どうぞどうぞ。達成値はどっちも６ 

GMGMGMGM：【宝物鑑定判定】（スカウト or セージ Lv＋知力Ｂ＋2D） 

GMGMGMGM：【真偽判定】（冒険者 Lv＋知力Ｂ＋2D） 

一同一同一同一同：ころころ・・・・両方成功！ 

GMGMGMGM：ほい、全部達成値クリア。お宝は全て本物であり、キャプテンも嘘を言っている様には見えません。 



ジャックジャックジャックジャック：「とりあえず前金に 1 割ほどもらえるでやすかね？」 

レンレンレンレン：「それに・・・依頼なら冒険者の宿通してもらわないといけませんし」 

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「ん～・・・よし、じゃあこうしよう」キャプテンはポンと柏手を打ちます 

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「お前等の冒険者の店に連れて行け」 

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「お前等の冒険者の店に、俺が細々とした依頼を出す。もちろん、さっきの１０億とは別個に

報酬金を用意する。これでどうだ？」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「成る程、ルールを介在させるってことか。こりゃあ信用せざるを得ないのう」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「ほほう。悪い話ではないと思うが・・・」 

ジャックジャックジャックジャック：「冒険者の店だなんて。すぐに王宮にご招待するでやすよ」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「ジャックジャックジャックジャック手のひら返すん速いのー」 

レンレンレンレン：「単なる依頼主なだけな気が・・・」 

ジャックジャックジャックジャック：「（もともとの依頼は海賊船の情報収集でやす。首領を捕まえていけば依頼クリア。ボーナスもも

らえるでやす）」 

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「まあ細かい話は気にするな！俺も久々に陸で酒が飲みたいしな！はっはっは！」豪快に

笑う 

レンレンレンレン：「なんか王宮のほうで騒ぎになってましたね ここに来る前に見たかぎり」（嘘 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「責任を問われそうだなぁ」ニヤリ 

リューリューリューリュー：「そうそう、大変な騒ぎになってたね」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「そういうこったらちょい参ったのー。こっちの話をすべきか否か」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：＞ゲンマゲンマゲンマゲンマ 「なんだい？」こそこそ 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「ぶっちゃけこいつを連れてる次点で王宮に捕まる危険性もあるってこっちゃ。」こそこそ 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「だよなぁ・・・でも財宝は欲しいしぃ・・・」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「じゃあちょっと聞いてみるか・・・」ﾎﾞｿ 

レンレンレンレン：＞ゲンマゲンマゲンマゲンマ 「コトリコトリコトリコトリさんが僕らの身分保障してくれそうで大丈夫のような」ｺｿｺｿ 

ジャックジャックジャックジャック：「（じゃ、みんなでコイツを王宮に連れて行って捕まえるでやす。その間にあっしが戻ってきて財宝

確保するでやすよ）」 

    

    皆皆皆皆、、、、キャプテンキャプテンキャプテンキャプテン相手相手相手相手にににに怯怯怯怯まないなまないなまないなまないな～～～～。。。。というかというかというかというか交渉術交渉術交渉術交渉術がががが上手上手上手上手いいいい・・・・・・・・・・・・（（（（滝汗滝汗滝汗滝汗））））    

    

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「あ？そうなのか。う～ん・・・んじゃ、エストエストエストエスト。頼むわ」 

エストエストエストエスト：「・・・やれやれ、またですか」ため息をついて窓から飛び立っていく 

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「これでよしっと。んじゃ、ダーレスブルグ行くか！」 

レンレンレンレン：「船動かすんですか？」 

リューリューリューリュー：「・・・危なくない？」 

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「ああ。ガレオンをダーレスブルグの近くに泊める。エストエストエストエスト使ってアルフレートに連絡頼んだ

からな」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「・・・なんか、シャレにならない名前が出たんだが」 

レンレンレンレン：「アルフレート？ 部下の一人ですか？」 



GMGMGMGM：（にやりん♪） ほい、ではアルフレート見識いってみよう！達成値５ 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：2D6+3 合計：13 <5,5>+3 

レンレンレンレン：2D6+5 合計：17 <6,6>+5 

リューリューリューリュー：2D6+5 合計：16 <6,5>+5 

ジャックジャックジャックジャック：2D6 合計：7 <2,5> 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：2D6 合計：10 <6,4> 

GMGMGMGM：出目凄いな～ 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：出目スゲェ w 

GMGMGMGM：てなわけで共有メモにドン！ 

 

【アルフレート三世】 

ダーレスブルグ公国現国王 

 

リューリューリューリュー：あ、国王じゃん、、、、 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：確か今はボケていらっしゃるのでは・・・ 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：（プレイヤー発言） 国王にコネあったーww 

レンレンレンレン：「…あれ？ 国王の名前も アルフレート？ あれ？ 同名？？」 

リューリューリューリュー：「国王と知り合いなの！？」 

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「ああ、昔ちょいとな。あいつに話しておけば平気だろ」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「成る程、実質金持った冒険者と変わらんっつ―事か、偉い奴が来たのー」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「なんかこいつ、やばい気がしてきたんだが・・・」こそこそ 

ジャックジャックジャックジャック：「（いや、街のど真ん中で名乗っていたのにそのあと調査依頼が来たんでやす。国王の知り合い

って言うのは嘘でやすね。とにかく城に連れて行けばいいでやす）」 

リューリューリューリュー：「（うーん、どっちにしろ駆け出しである僕らには荷が重すぎるような、、）」 

レンレンレンレン：「（とりあえず あとはお偉いさんにまかそう （｀ー´） ﾄﾞﾔｯ!」 

GMGMGMGM：皆がそれぞれの印象を抱く中、いきなり下で、悲鳴が上がります！！！！！！！！ 

？？？？？？？？？？？？：「た、助けてくれーっ！！！」 

リューリューリューリュー：「！？」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「何や！？」駆け下りて行きます 

レンレンレンレン：「！？」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「！？なんだ！！」 

GMGMGMGM：悲鳴は、船から少し離れた陸地から聞こえます。降りるなら、キャプテンがはしごを下ろしてくれます。 

リューリューリューリュー：同じくピョンピョンと駆け下りていきます 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「なんやなんや！？」降りてって 

ジャックジャックジャックジャック：「あの悲鳴は何でやすっ」といってキャプテンがどうするか見ます 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「いったいなんだってんだい！？」 

レンレンレンレン：「悲鳴がありましたよね？」 

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「ん？なんか騒がしいな」 



GMGMGMGM：ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーアが外を見ると、商人の様な人が蛮族に襲われているようです。 

レンレンレンレン：「ば、蛮族だ～」Σ(￣ε￣;|||･･･ 

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「お～お～。蛮族か」 

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「おいお前等。悪いんだが、あいつら片付けてきてくれ」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「お前はいかないのか？」 

GMGMGMGM：ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア「あの程度なら、お前達でも充分だろ」 

リューリューリューリュー：何体ほどか分かりますかね？ 

GMGMGMGM：蛮族は、同じ種類のものが四体です。 

レンレンレンレン： 「あなたも手伝えば あの商人さんを助けやすいんですけど」 

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「俺がやってもいいが・・・周りへの被害が半端無いからな。ガレオンも傷つけたくないし」 

レンレンレンレン：「なら良いです」 

ジャックジャックジャックジャック：「（どうやら善人って感じじゃないっすね。やっぱただの海賊じゃないっすか？）」 

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「悪いな。代わりに、今日の宿代と飲み食いの金は全額支給してやるよ。今夜は派手に飲も

うぜ」 

GMGMGMGM：ちなみにペンティーアペンティーアペンティーアペンティーアが魔法を撃ったら半径一キロ穴だらけだぞ♪ 

リューリューリューリュー：うわぁい 

レンレンレンレン：（プレイヤー発言） どんだけ(((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：推定１５レベルかよ w 魔法制御くらいとっとけよ w 

レンレンレンレン：（プレイヤー発言） まさか誘導すらないのか 

    

    はっはっははっはっははっはっははっはっは！！！！皆良皆良皆良皆良いいいい具合具合具合具合ににににキャプテンキャプテンキャプテンキャプテンにににに驚驚驚驚いてますねいてますねいてますねいてますね！！！！そのそのそのその内内内内キャプテンキャプテンキャプテンキャプテンののののキャラシーキャラシーキャラシーキャラシーちゃんとちゃんとちゃんとちゃんと作作作作ろうろうろうろう

かなかなかなかな～（～（～（～（実実実実はははは作作作作ってないですってないですってないですってないです、、、、はいはいはいはい；）；）；）；）    

    

レンレンレンレン：＞ユーリィユーリィユーリィユーリィ 「あの蛮族 何言っているか わかります？」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：話し声聞こえますか？ 

GMGMGMGM：汎用蛮族語が使えれば、聞こえますよ。 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：じゃあ聞こえますね。なんて言ってます？ 

蛮族：「うけけけ～！身ぐるみ剥いだ後皆殺しだゴブ～（汎用蛮族語」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「なんや偉いこっちゃ！ オルァ糞蛮族！こっち向かんかい！！」突進しながら 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「助けに行かないとまずそうだね。みんな行くよ！！」 

ジャックジャックジャックジャック：「とにかく見捨てるわけに行かないでやす。すぐむかうでやす」 

リューリューリューリュー：「怖くない怖くない（ブツブツ）」と言いながら蛮族に向かっていく 

GMGMGMGM：ではでは、戦闘と参りましょう！ 

 

     

    

    

    



・・・・初陣初陣初陣初陣、ｖｓ、ｖｓ、ｖｓ、ｖｓゴブリンゴブリンゴブリンゴブリン！！！！！！！！        

    

GMGMGMGM：今回は、簡易戦闘で行います。まずは魔物知識判定からですね～達成値は 5/10 

GMGMGMGM：【魔物知識判定】（セージ or ライダーLv＋知力Ｂ＋2D） 

一同一同一同一同：ころころ・・・弱点看破！ 

GMGMGMGM：ほい、弱点まできっちり割れましたね。蛮族はゴブリン、数は四体。弱点も割れてるので、魔法ダメ+２

になります 

レンレンレンレン：（プレイヤー発言） ガンの威力 UPｗｗ 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：お次は先制判定？ 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：そりゃあ推定 15 レベルぶつけるには弱いのお w 先制良いでっか？ 

GMGMGMGM：どうぞ～【先制判定】（スカウト or ウォーリーダーLv＋敏捷度Ｂ＋2D） 

一同一同一同一同：ころころ・・・失敗！！ 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：アカンやつやこの出目・・・ 

GMGMGMGM：レンレンレンレン：（プレイヤー発言） ありゃ先手とれずか 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：ラックの効果使います 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：2D6+2 合計：11 <6,3>+2 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：よっしゃー 

    

    ルルルル＝＝＝＝ロウドロウドロウドロウド様様様様のののの本気本気本気本気をををを見見見見たたたた・・・・・・・・・・・・ラックラックラックラック恐恐恐恐るべしるべしるべしるべし！！！！    

 

GMGMGMGM：ほい、では皆から先行！上からゴブ ABCD です！ 

ジャックジャックジャックジャック：じゃ、後衛スタートでいいかな 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：ひとしきり支援なり終わってから殴り掛かりまっさ 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：では、F プロからですかね？ 

GMGMGMGM：＞ユーリィユーリィユーリィユーリィ ほいほいどぞ～！ 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：2D6+4 合計：13 <3,6>+4 

GMGMGMGM：おっけい！ 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：全員、被ダメ-1 ですよー 

ジャックジャックジャックジャック：ゴブは前後に分かれてます？ 

GMGMGMGM：別れてるね～ 

ジャックジャックジャックジャック：じゃビーストスキン使用して前に移動。A を殴ります 

ジャックジャックジャックジャック：2D6+4 合計：15 <6,5>+4 

ジャックジャックジャックジャック：R21C11+5 合計：8 <[2_3]> = <3>+5 

GMGMGMGM：防護点引いて６点もらうよ～。次どうぞ！ 

レンレンレンレン：（プレイヤー発言） ３ｍ前進制限移動し、ソリッドバレットでゴブ A 攻撃いきます 

レンレンレンレン：2D6+6 合計：13 <4,3>+6 命中！ 

レンレンレンレン：R20C10+6 合計：10 <[3_3]> = <4>+6 

GMGMGMGM：ほい！１０点ジャスト撃沈！ 



ゲンマゲンマゲンマゲンマ：あ、ゴブ落ちてら 

リューリューリューリュー：おお！ 

GMGMGMGM：「ごぶっ！」ゴブ A は胸に弾丸を食らって倒れた！！ 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「レンレンレンレン。やるな！！」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：じゃあ次わしでいくわ。B に接敵、ガゼルフット発動 ハードノッカー×2 や 

GMGMGMGM：ほいほい！命中どぞ 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：2D6+5 合計：9 <3,1>+5 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：2D6+5 合計：8 <1,2>+5 

GMGMGMGM：二発とも回避～ゲンマゲンマゲンマゲンマの拳は惜しくも空を切る！ 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：アカン奴や・・・ 

リューリューリューリュー：どまい。ではごぶりん B に対してエネボル！ 

リューリューリューリュー：2D6+6 合計：9 <2,1>+6 

リューリューリューリュー：R10C13+6 合計：8 <[2_2]> = <1>+6 

GMGMGMGM：抵抗して４点だめ 

GMGMGMGM：ではこちらの手番！ 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：っしゃ来いやおら！ 

GMGMGMGM：まずゴブ B！目の前のゲンマゲンマゲンマゲンマに攻撃！命中力１０！回避いってみましょう！ 

GMGMGMGM：【回避力判定】（回避力＋2D） 

 ※回避力＝ファイター・グラップラー・フェンサーいずれかの Lv＋敏捷度Ｂ 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：やっぱり来んな！ 

リューリューリューリュー：ｗｗｗ 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：2D6+6 合計：14 <6,2>+6 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：ガゼルフット込みやから大抵は回避できるわ 

GMGMGMGM：ぐぬぬ・・・ではゴブ C！前進してジャックジャックジャックジャックに攻撃！ 

ジャックジャックジャックジャック：2D6+4 合計：15 <5,6>+4 

ジャックジャックジャックジャック：回避成功「あたらないでやすっ」 

リューリューリューリュー：安定してますねぇ 

GMGMGMGM：ぬぬぬ・・・D もジャックジャックジャックジャックに攻撃だ～ 

ジャックジャックジャックジャック：2D6+4 合計：9 <3,2>+4 

GMGMGMGM：命中～ 2D6+2 合計：9 <5,2>+2 

リューリューリューリュー：被ダメ－１ですよー 

ジャックジャックジャックジャック：「効かないでやすっ」防護点 10 

GMGMGMGM：・・・・え？ 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：かってぇ w 

GMGMGMGM：み、皆の番だぞ～～～～（ﾋﾟﾖｯ 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：さっそく B に殴り掛かりまっさ！ 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：2D6+5 合計：15 <5,5>+5 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：2D6+5 合計：10 <3,2>+5 



GMGMGMGM：片方当たり！ダメどぞ 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：R10C10+4 合計：7 <[1_6]> = <3>+4 

GMGMGMGM：ほい、防護引いて５ダメもらった！ 

ジャックジャックジャックジャック：では B なぐり 

ジャックジャックジャックジャック：2D6+4 合計：8 <2,2>+4 

ジャックジャックジャックジャック：はずれー 

リリリリューューューュー：じゃ、いきますーB にエネボル！ 

リューリューリューリュー：2D6+6 合計：10 <1,3>+6 

GMGMGMGM：抵抗～ 

リューリューリューリュー：R10C13+6 合計：9 <[2_4]> = <3>+6 

GMGMGMGM：切り上げで５点もらった！のこり２！ 

レンレンレンレン：（プレイヤー発言） ソリットバレットで B に攻撃 

レンレンレンレン：2D6+6 合計：11 <1,4>+6 

レンレンレンレン：R20C10+6 合計：17 <[6_4],[3_2]> = <8,3>+6 

GMGMGMGM：うははーい wwwww 脳天に見事なヘッドショットをくらって、B 撃沈！ 

レンレンレンレン：（プレイヤー発言） こりゃ C か D に撃った方が良かった出目だな 

リューリューリューリュー：「レンレンレンレンすごい！」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：脳漿炸裂ゴブリンとな 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：見事なり 

GMGMGMGM：お次どうぞ！ 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：では、C,D にバニッシュ 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：2D6+4 合計：11 <5,2>+4 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：2D6+4 合計：12 <5,3>+4 

GMGMGMGM：両方抜いてるね～、効果の 1D どうぞ 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：2D6 合計：3 <1,2> 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：2D6 合計：8 <6,2> 

GMGMGMGM：ほい、では C はバーサーク化。命中+2 の回避－２。D は命中回避－１だね 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：やっぱり先にやっといたほうが良かったなー 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：やったー攻撃が当たる 

GMGMGMGM：ではこっちの番。C がゲンマゲンマゲンマゲンマに攻撃！命中１２！ 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：2D6+6 合計：17 <5,6>+6 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：ギャー来んなー！ひょい 

GMGMGMGM：D はジャックジャックジャックジャックへ！命中９ 

ジャックジャックジャックジャック：2D6+4 合計：12 <6,2>+4 

ジャックジャックジャックジャック：「あたらないでやすっ」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：全力で避けたな w 

GMGMGMGM：ゴブズ「ごぶーっ！！」（涙目。皆の番ですよ～ 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：C を殴ります 



GMGMGMGM：どぞ！ 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：2D6+5 合計：11 <3,3>+5 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：2D6+5 合計：11 <2,4>+5 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：R10C10+4 合計：7 <[5_1]> = <3>+4 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：R10C10+4 合計：5 <[1_2]> = <1>+4 

GMGMGMGM：差し引きして、合計８ダメ 

ジャックジャックジャックジャック：同じく C に殴り 

ジャックジャックジャックジャック：2D6+4 合計：12 <3,5>+4 

ジャックジャックジャックジャック：R21C11+5 合計：21 <[6_6],[2_6]> = <10,6>+5 

ジャックジャックジャックジャック：まわった-^^ 

GMGMGMGM：なーーーーーーーーーーwwww ジャックジャックジャックジャックの鮮やかな斬撃でミンチにされまちた 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：大人しく D 殴ってれば良い出目でしたね www 

GMGMGMGM：う～魔法組かもん！ 

リューリューリューリュー：りょかいです！D に向かってエネボル！ 

リューリューリューリュー：2D6+6 合計：11 <2,3>+6 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：＞レンレンレンレン つまりこのパーティ弱ってる奴に強い？ 

GMGMGMGM：ほい、抵抗抜いた！クリ１０でふってくださいな 

リューリューリューリュー：R10C10+6 合計：9 <[6_1]> = <3>+6 

GMGMGMGM：追加２ダメで１１！のこり５ 

リューリューリューリュー：「やった！効いてる！」 

レンレンレンレン：（プレイヤー発言） デリンジャーが弾切れしたのでガンベルトから弾補充 

GMGMGMGM：ほいほい 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：私はカカシですねー 

GMGMGMGM：ではこちらの番！一ダメでもほしいよう！ゲンマゲンマゲンマゲンマに攻撃！命中９ 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：2D6+6 合計：9 <1,2>+6 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：w 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：同値 あっぶね〜 

リューリューリューリュー：ゴブリン涙目ｗ 

GMGMGMGM：oh・・・さぁー皆の番だぞ～ 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：この R でガゼルフット切れる・・・・殴りまっさ。 

GMGMGMGM：どぞ 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：2D6+5 合計：11 <2,4>+5 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：2D6+5 合計：14 <3,6>+5 

GMGMGMGM：命中～ 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：やったか？ 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：R10C10+4 合計：0 <[1_1]> = ファンブル！ 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：R10C10+4 合計：8 <[6_2]> = <4>+4 

リューリューリューリュー：ごじってん～ 



GMGMGMGM：のぉぉぉぉ・・・・ 

レンレンレンレン：（プレイヤー発言） でもトドメさしたね 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：やったか！？って言うたら外すや〜ん ww 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：フラグは折れちゃったか 

GMGMGMGM：フェイントを織り交ぜた攻撃で D 撃破！ 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：＞ゲンマゲンマゲンマゲンマ 五十点オメー 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「よっしゃあ！ (実は単に空ぶっただけなんて絶対言えん・・・)」 

GMGMGMGM：ほい、ではでは剥ぎ取りたーいむ 

一同一同一同一同：：：：ころころ・・・ 

GMGMGMGM：ほい。報酬は共有メモに纏めるね～ 

リューリューリューリュー：あ、その間に魔香草つかってもいいですか？ 

GMGMGMGM：ほい～ 

ジャックジャックジャックジャック：草使うならレンレンレンレンジャー技能あるから私がやりますよ 

リュリュリュリューーーー：あ、じゃあお願いしますジャックジャックジャックジャックさん 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：もう遅いんじゃ・・・？ 

ジャックジャックジャックジャック：もう一個使います？ 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：＞GMGMGMGM どうします？ 

ジャックジャックジャックジャック：私は草持ってない^^ 

GMGMGMGM：ふり直し。。。おっけい！ 

ジャックジャックジャックジャック：では 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：有情だー 

ジャックジャックジャックジャック：R0C13+3 合計：3 <[1_2]> = <0>+3 

ジャックジャックジャックジャック：ボーナスのみ 3 点^^ 

リューリューリューリュー：ありがとー＾＾ 

 

皆皆皆皆にはのびのびにはのびのびにはのびのびにはのびのびセッションセッションセッションセッションしてもらいたいからねしてもらいたいからねしてもらいたいからねしてもらいたいからね～。～。～。～。多少多少多少多少のののの事事事事はおっけいはおっけいはおっけいはおっけい精神精神精神精神でででで行行行行きますきますきますきます。。。。    

 

GMGMGMGM：さてさて、では皆さんは、蛮族を蹴散らし、商人を助け出す事に成功しました。 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「っハー、地味にしぶといやっちゃで・・・」 

ジャックジャックジャックジャック：「しかし、何でこんな所にゴブリンがいたでやすかね？」 

GMGMGMGM：商人さんは、ダーレスブルグに向かう最中に蛮族に襲われ、逃げ回ってたみたいですね。 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「あいつら神出鬼没や。」 

レンレンレンレン：「無事でよかったです」 

GMGMGMGM：「ありがとうございます」ぺこぺこ頭を下げる商人さん。 

リューリューリューリュー：「大変だったんだねぇとにかく無事でよかった」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：メタるとこのあとは睡眠取りそうなんですよねー 

GMGMGMGM：「せめてものお礼に・・・」と、商人さんは皆に魔香草を二つくれますよ 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「おお！ありがたいねぇ」 



ジャックジャックジャックジャック：報酬要求する前に安く提示されてしまったー^^ 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「あれま、こりゃあええのう」 

リューリューリューリュー：「ありがとー！」 

GMGMGMGM：そんな所に、船からキャプテンが降りてきます。 

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「よっと。お疲れさん、お前等なかなかつよいじゃねえか！」 

ジャックジャックジャックジャック：「ゴブリン相手なら危なくはないでやす」 

レンレンレンレン：「ﾊﾊｯﾊﾊ」(〃∇〃) 

リューリューリューリュー：「いやいやそれほどでもー（テレテレ）」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「まあ、こんくらいならねぇ・・・」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「えーと、ゴブリンぶちのめす前はどんな話してましたっけ？」 

レンレンレンレン：「冒険者の宿に行こう 国王とは知り合いっぽい だったような」 

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「お前等に頼んで正解だったみたいだな。今日は良い日だ！はっはっは！」 

ジャックジャックジャックジャック：「じゃ、このまま王宮にいくでやすよ（あっしはその間に船のお宝をいただいておくでやす）」 

リューリューリューリュー：＞ジャックジャックジャックジャック 「（ダメだよジャックジャックジャックジャック絶対マーキングがついてるよ）」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：＞ジャックジャックジャックジャック メテオストライクが降ってくるぞ w 

GMGMGMGM：キャプテンが豪快に笑っていると、エストエストエストエストが戻ってきました。 

エストエストエストエスト：「戻りました、マスター」 

ペンティーペンティーペンティーペンティーアアアア：「おうエストエストエストエスト。伝令ご苦労さん」 

GMGMGMGM：エストエストエストエストは、ダーレスブルグの王城に行き、王様に話を付けてきた様です。 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「せや、酒場まで船長さん連れてくって話やったかのう」 

エストエストエストエスト：「加えて、皆さんの依頼ですが、依頼主のマグダレーナ姫にも話を付けてきました。店主さんに話を

すれば、報酬は支払ってくれるそうですよ」 

レンレンレンレン：（プレイヤー発言） 依頼主 姫さんかよΣ(ﾟ口ﾟ; 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「まあ確かに妙な形とはいえ調査も終わってしもうたのう」 

ジャックジャックジャックジャック：「それじゃ報酬は 500G どまりっすねぇ、残念でやす」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「ホントこいつ何もんだ？」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「今の所自称海賊の金持ちでわし等のパトロン予定者やな。 よろしくお願いしまっせ先生」 

レンレンレンレン：「・キャプテン・ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア 

・ショーウィ・ガレオン”の船長にして、“ヴェルダー海賊団”の団長 

・使い魔の鳥：エストエストエストエスト 

・【ラクシア一のお宝】と呼ばれる宝を探しに来た 

・１０億 G 程の金銀財宝があり、宝の報酬として渡すらしい 

・上記は宝発見の報酬であり、まだまだ財宝を持っている可能性あり 

・宝発見以外にもちょこちょこ依頼を出す気らしい なお 報酬を払う気はある 

・ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーアが魔法を撃ったら半径一キロ穴だらけになるらしい 

・ダーレスブルグ公国の現国王とは知り合いらしい・・・ってまとめたんですけど 無駄？」 

エストエストエストエスト：「的確なまとめ、感謝致します」 

リューリューリューリュー：「さすがレンレンレンレン！」 



    

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「ま、細かい事はいいじゃねえか！さ、ガレオンでダーレスブルグに向かうぞ！そこの商

人！お前も乗ってけ！今日は宴だー！」 

ジャックジャックジャックジャック：「船カラにして大丈夫でやすか？」というか、ほんとに乗組員一人だけみたいですね 

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「あ？ヘーキヘーキ。エストエストエストエストおいておけば俺がテレポート出来るからな。」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：こいつやっぱりソーサラー15 はあるよう・・・ 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「ま、今日の所は飲み食い無料の確約がありまっさ。つもる話はその最中ってこって」 

    

今回今回今回今回ははははスタートスタートスタートスタートがががが遅遅遅遅かったのもあってかったのもあってかったのもあってかったのもあって時間巻時間巻時間巻時間巻きききき巻巻巻巻きききき・・・・・・・・・・・・ここからここからここからここから少少少少しししし省略省略省略省略をををを入入入入れましたれましたれましたれました。。。。    

 

GMGMGMGM：キャプテンを連れて、「桜舞うそよ風亭」に戻った一行。 

ジャックジャックジャックジャック：では依頼の完了報告をして報酬と経験点をゲット 

GMGMGMGM：コトリコトリコトリコトリは面くらいながらも事情を飲み込み、報酬を皆に渡します。そしてキャプテンの奢りで宴が始ま

り、それは夜遅くまで続いた。これで一日目が終わり。二日目の朝を迎えます。 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「ヒャッホーイ、貧乏脱出やがなー！」 

リューリューリューリュー：ちょっと用心しすぎたかなｗ 

GMGMGMGM：この段階で、皆の HPMP は全快。報酬は一人頭５４８G ですね 

リューリューリューリュー：「やった！これであれもこれも買える！」 

ジャックジャックジャックジャック：あと 1232G か 

    

    時間時間時間時間にににに焦焦焦焦りつつりつつりつつりつつ 1111 日目終了日目終了日目終了日目終了・・・・・・・・・・・・さぁさぁさぁさぁ何何何何とかなるかとかなるかとかなるかとかなるか二日目二日目二日目二日目！？！？！？！？    

    

・・・・報酬報酬報酬報酬はははは言言言言いいいい値値値値！？！？！？！？まさかのまさかのまさかのまさかの初依頼初依頼初依頼初依頼        

GMGMGMGM：さて、明けて二日目の朝。コトリコトリコトリコトリは昨日の大宴会の後でも、疲れの色ひとつ見せずに頑張ってるぞ！ 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：＞GMGMGMGM 二日酔い判定いります？ 

GMGMGMGM：＞ユーリィユーリィユーリィユーリィ ペナは無しでおっけい！RP したければご自由に！達成値１０ 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：じゃあ、生命抵抗力判定で 

一同一同一同一同：ころころ・・・セーフ！ 

 

リューリューリューリュー：「おはよ～」寝ぼけながら下に降りてきます 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「おう！やっと起きてきたか」 

ジャックジャックジャックジャック：「今日の朝はロボビタン B12 にするでやす」 

コトリコトリコトリコトリ：「はーい！サービスでカプセルも付けますね」 

ジャックジャックジャックジャック：「カプセルつきでやすか。おお、やった。シークレットのジオ○グが当たったでやす」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「そういうカプセルかい！？」 

レンレンレンレン：「ｚｚｚｚ」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：（ガチャポン・・・あるのかなぁ w） 

コトリコトリコトリコトリ：「確か・・・今応募券送ると、足パーツが当たるみたいですよ？」 



ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「・・・その応募券集めてる奴居なさそうやのう」 

レンレンレンレン：（プレイヤー発言） パーフェ○ト・ジオ●グ？Σ(ﾟдﾟ;) ﾇｵｫ!? 

ジャックジャックジャックジャック：足のないところがいいのに・・・・なんて微妙な^^ 

コトリコトリコトリコトリ：「まぁ、抽選の倍率は低そうですよね～、足」コトリコトリコトリコトリも苦笑い 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「コトリコトリコトリコトリちゃんの倍率はそもそも競争率が高い上に撃沈率が規格外でっせ」 

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「がっはっは！美味え美味え！ここは嬢ちゃんも可愛いし飯もうまいな！気に入った！」 

GMGMGMGM：キャプテンは朝から絶好調です。 

リューリューリューリュー：「朝から元気だなぁ（あくびをしながら）」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「おーう、エセ海賊。生きてたかー？」 

ジャックジャックジャックジャック：「すると今日もご飯はおごりでやすね。ありがたいでやすなぁ」 

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「おう食え食え！コトリコトリコトリコトリに免じて奢ってやるぞ～！」 

レンレンレンレン：「ｚｚｚｚ」 

ジャックジャックジャックジャック：「ロボビタン E とロボビタン食物繊維もお願いするでやす」 

コトリコトリコトリコトリ：「はーい！皆さんの朝食も、すぐに用意しますね」コトリコトリコトリコトリはてきぱきと朝食を用意し、皆に振る舞いま

した。 

リューリューリューリュー：「お～おいしそ～」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「ヒャッホーイスパムのスパム和えスパム添えやがな〜好物でっせ」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「うんうん、コトリコトリコトリコトリ～お前うちに嫁に来い！！」もぐもぐ 

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「俺も、専属コックかメイドにしてーなぁ」がつがつ 

ジャックジャックジャックジャック：「なんまんだぶなんまんだぶなんまんだぶ」ユーリィユーリィユーリィユーリィとキャプテンの一言に殺気が充満する店内

から退避します^^ 

リューリューリューリュー：第六巻を働かせ、そそくさと退散します＾＾ 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「ベンティーア、コトリコトリコトリコトリはやらんぞ」 

コトリコトリコトリコトリ：「ふふっ、ユーリィユーリィユーリィユーリィさんも船長さんも、お世辞言っても何も出ませんからね」照れながらも笑顔 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「ハッハッハー、この程度の小競り合いやったら週一ペースである事やがな」 

ジャックジャックジャックジャック：「姉さん、早いところ身を固めてくだせぇ。毎週これじゃ胃がもたないでやす」 

 

コトリコトリコトリコトリにににに告白告白告白告白したしたしたした男男男男はははは数知数知数知数知れずれずれずれず。。。。しかししかししかししかし貴族貴族貴族貴族もももも撃沈撃沈撃沈撃沈するまさにするまさにするまさにするまさに不沈艦不沈艦不沈艦不沈艦なのだなのだなのだなのだ！！！！    

    

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「さて、飯は食ったし、そろそろ宝の話をするか。皆、一度ガレオンに来てくれ」 

リューリューリューリュー：「はーい」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「よし、行くか！！」 

ジャックジャックジャックジャック：ガレオンは結局どこに止まっているんでしょう？ 

GMGMGMGM：国の近くの森の入り口に泊めてますよ～ 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「ほいほい、ホラ、ジャックジャックジャックジャックいつまで胃痛発症しとんねん」 

コトリコトリコトリコトリ：「あ、皆さん。これお弁当です。お昼に食べてくださいね～」重箱を差し出しながら見送ります 

GMGMGMGM：さて、皆は店を後にしました。 

？？？？？？？？？？？？：「あーっ！あんた達は！」 



GMGMGMGM：店をでた途端に、皆は子供の声に呼び止められますよ 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「ん？何や？」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：知ってる子ですか？ 

GMGMGMGM：いえ、皆さんはその子とは面識がありません。キャプテンも知らないみたいですね 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「誰の知り合いや？」 

GMGMGMGM：年は１０歳くらいの男の子です。 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「誰の子だ？」 

ジャックジャックジャックジャック：「どうせまた姉さんの宿に泊まってる許せない奴らとか言って因縁ふっかけられてるんでやすよ」 

？？？？？？？？？？？？：「あんたら、昨日外で蛮族やっつけたって人達だろ？」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「んあ？ せやけど？」 

？？？？？？？？？？？？：「わーすっげー本物の冒険者だー！かっこいいー！」男の子はぴょんぴょん跳びはねながら興奮

してます。 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「あー。そういうタイプか・・・」 

ジャックジャックジャックジャック：「お、かっこいいでやすか？この斧見るでやす？ここのボタン押すとブオンって光るでやすよ」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「なんやなんやおだてても何も出えへんで」明らかにうれしそう 

？？？？？？？？？？？？：「なあなあ！話を聞かせてくれよ！どんな風に蛮族と闘ったのかさ！」 

リューリューリューリュー：「そ、そうかな（テレテレ）」 

ジャックジャックジャックジャック：「蛮族がずだずだっときたっす。あっしらはじゃーんといってぶおっときてがちっと撃退したんでや

す。」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「まーそこのゴツい鎧とわしが突っ込んでボコスカやっとる間に後ろから魔法でドカンやがな」 

？？？？？？？？？？？？：「へー、へー！そうなんだ！すっげえ！すっげえ！」男の子は嬉しそうです 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：（プレイヤー発言） あ、レンレンレンレンは一応おぶってきます。 

レンレンレンレン：「ﾑﾆｬﾑﾆｬ」 

？？？？？？？？？？？？：「なあなあ！どんな風にやっつけたんだ！ふりでいいから見せてくれよ！」 

リューリューリューリュー：「こんな感じにどーんって魔法で敵をやっつけたんだよ」（魔法球をぼっと手のひらに出す。） 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「おお、これはアレか？覇王掌吼拳の構えをいざ見せるときかいのう？」ノリノリです 

GMGMGMGM：ふむ。では・・・・・・・ 

GMGMGMGM：＞リューリューリューリュー ＞ゲンマゲンマゲンマゲンマ 危機関知判定お願いします。達成値１０ 

GMGMGMGM：【危険感知判定】（スカウト or レンレンレンレンジャーLv＋知力Ｂ＋2D） 

リューリューリューリュー：2D6+6 合計：15 <3,6>+6 第六感で振らせてもらいました 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：2D6+3 合計：11 <5,3>+3 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：キュピーン！この感じはッ！ 

    

    ちょっとちょっとちょっとちょっと補足補足補足補足するとするとするとすると、、、、ここではここではここではここでは武器武器武器武器をををを少年少年少年少年にににに見見見見せたせたせたせた PCPCPCPC にににに危機関知危機関知危機関知危機関知をををを振振振振ってもらうってもらうってもらうってもらう。。。。誰誰誰誰もももも見見見見せなかったらせなかったらせなかったらせなかったらブブブブ

ラインドラインドラインドラインド２２２２ｄｄｄｄでででで決定決定決定決定・・・・・・・・・・・・だったんですがだったんですがだったんですがだったんですが、、、、なんでなんでなんでなんで毎回毎回毎回毎回シャドウシャドウシャドウシャドウととととタビットタビットタビットタビット・・・・・・・・・・・・勝勝勝勝てるわけないじゃんてるわけないじゃんてるわけないじゃんてるわけないじゃん（（（（涙涙涙涙））））    

    

リューリューリューリュー：「うん？なんかいやな感じが、、」 

GMGMGMGM：ほい、では。二人は男の子から武器を盗まれそうになったけど、とっさの判断で回避しましたよ 



GMGMGMGM：「くそ！失敗した！」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「ヌ！何や！？」蹴り払います 

？？？？？？？？？？？？：「もらうもんか！」男の子は軽業でひょいっとかわします！ 

？？？？？？？？？？？？：「畜生～おぼえてやがれー」 

レンレンレンレン：「ｚｚｚｚ」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「おやおや・・・捕まえるか」 

GMGMGMGM：怒られる前に、男の子は脱兎の速さで逃げ出します。 

レンレンレンレン：「ﾌﾐｭ~ うるしゃいでしゅね～・・・ん？ なんか あったの？」 

ジャックジャックジャックジャック：「何やってるでやすか」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「なんやけったいなガキやのう、面ぁ覚えとくか(これは黙っておくかいのう。 危うく指引っ掛けられ

かけてた事は・・・)」 

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「やれやれなガキだな。冒険者相手に武器を盗もうなんてな。はっはっは」 

GMGMGMGM：キャプテンが高笑いしていると、どこからかやってきたエストエストエストエストが肩にとまり、ため息を吐きます。 

エストエストエストエスト：「やれやれなのは貴方ですよ、マスター」 

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「あ？どういうことだ、エストエストエストエスト？」 

エストエストエストエスト：「・・・盗まれてますよ、銃」 

レンレンレンレン：「え？」（自分の銃に手をかける） 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「え、先生マジで？」 

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「あ？・・・あああああああああああ！！！！」身体をまさぐり、絶叫を上げます。 

リューリューリューリュー：「海賊なのに、、、海賊なのに、、、（プルプル）」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「・・・こいつ、大丈夫か・・・」 

ジャックジャックジャックジャック：「まあ、銃ならマギテック技能がなければ使えないから危なくはないでやすかね」 

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「そういう問題じゃねえ！あんの・・・クソガキ～～！！！」 

GMGMGMGM：キャプテンは怒ってそよ風亭に戻り、コトリコトリコトリコトリに怒鳴りつけます。 

レンレンレンレン：（昨日から思うんだが、海にいないなら空賊じゃあないの？） 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「アカンのう、ちょっと探し出してとっちめたりまっさ。」 

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「おいコトリコトリコトリコトリぃ！ユーリィユーリィユーリィユーリィ達に依頼だ！俺の銃盗んだガキをふんじばる！報酬は一人５００

だ！いいな！」 

コトリコトリコトリコトリ：「え？えっ？ええええ？？？」コトリコトリコトリコトリも突然の事で目を白黒させてます。 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「・・・やれやれだねぇ」 

レンレンレンレン：「やっぱり 盗難品奪還依頼かよ」ﾔﾚﾔﾚ 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「わし個人はうけまっさ、他はどないするきに？」 

リューリューリューリュー：「僕も受けるよ、大変そうだからね」 

ジャックジャックジャックジャック：「あっしらもう駆け出しじゃねぇでやすよ。相場は一人 1000 でやすかねぇ」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「ジャックジャックジャックジャック、依頼は盗品探しやで、流石にそれはたかり過ぎや」 

レンレンレンレン：「僕ら以外の駆け出しなら良いんじゃね その値段で」 

ジャックジャックジャックジャック：「何いってるでやす。レベル 15 冒険者の持ってる銃でやすよ。売れば 10 万ガメルくらいしてもお

かしくないでやす」 



ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「仕方ないね。受けてやろうじゃないか」 

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「あ？１０００か！？１０００ならやるんだなわかったくれてやるやれ！」 

レンレンレンレン：「上がった」Σ(ﾟдﾟ;) ﾇｵｫ!? 

リューリューリューリュー：（ジャックジャックジャックジャック、、、がめついなぁ、、、） 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「フム、一理ある上に依頼人が了承してしもうたのう。しゃあないなこりゃ。 もーうけ」 

レンレンレンレン：（そこまで金がほしいのかよ） 

ジャックジャックジャックジャック：「もらえるものはもらうでやす」 

エストエストエストエスト：「・・・すみません、皆さん。不甲斐ないマスターの後始末、お願いできますか？」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：報酬アップやったー 

GMGMGMGM：てなわけで、皆さんは依頼を 1000G で受けることになりました。 

レンレンレンレン：（交渉成立してるから良いけどさ） 

    

    良識的良識的良識的良識的なこれくなこれくなこれくなこれくらいのらいのらいのらいの交渉交渉交渉交渉ならならならならホイホイホイホイホイホイホイホイ受受受受けるけるけるける豪快豪快豪快豪快なななな男男男男！！！！それがそれがそれがそれがキャプテンキャプテンキャプテンキャプテン・・・・ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア！！！！････････････おおおお金持金持金持金持

ちはちはちはちはスゴイスゴイスゴイスゴイねねねね。。。。さぁさぁさぁさぁ！！！！後半後半後半後半のののの目玉目玉目玉目玉、、、、探索探索探索探索ミッションミッションミッションミッションだだだだ～！～！～！～！    

    

    

    

・・・・追跡追跡追跡追跡！！！！説得説得説得説得！！！！・・・・・・・・・・・・カツカツカツカツ○○○○げげげげ！？！？！？！？        

GMGMGMGM：てなわけで、探索ミッションです！準備するよ～ 

    

【探索クエストエストエストエスト】 

午前９時スタート。 

移動に１０分、加えて探索判定をする場合は１０分。 

PTの分散は自由。 

一般住宅街からスタート。 

探索判定で達成値１０以上でヒント 

動けるのは一回に１マス。 

斜め移動不可 

    

    

    前回前回前回前回のののの反省反省反省反省をををを含含含含めてめてめてめて、、、、移動時間移動時間移動時間移動時間もももも１０１０１０１０分分分分をはじめとしてをはじめとしてをはじめとしてをはじめとして少少少少々々々々修正修正修正修正。。。。これこれこれこれででででスムーズスムーズスムーズスムーズにににに行行行行くといいけどくといいけどくといいけどくといいけど・・・・・・・・・・・・。。。。

とりあえずとりあえずとりあえずとりあえず第一第一第一第一グループグループグループグループのののの皆皆皆皆さんさんさんさん。。。。ごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさい（（（（涙涙涙涙））））    

 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：ほうほう、大体分かった。 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：なるほどなるほど 

リューリューリューリュー：なるほどー 

GMGMGMGM：質問合ったら遠慮無く聞いてくださいね 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：二手に分かれて上下を調べるのが良さそうですねー 

リューリューリューリュー：盗賊ギルドはどこにあるんですか？ 



GMGMGMGM：盗賊ギルドは無いですね。緊急事態なので、聞いてる暇ないって事で。 

リューリューリューリュー：了解です 

    

皆皆皆皆さんさんさんさん結構結構結構結構シティーアドベンチャーシティーアドベンチャーシティーアドベンチャーシティーアドベンチャー意識意識意識意識がありますねがありますねがありますねがありますね～！～！～！～！・・・・・・・・・・・・個人的個人的個人的個人的にはもっとにはもっとにはもっとにはもっと小難小難小難小難しいのがしいのがしいのがしいのがシティアドシティアドシティアドシティアド

ののののイメージイメージイメージイメージなんですがなんですがなんですがなんですが・・・・・・・・・・・・これもそっちにこれもそっちにこれもそっちにこれもそっちにカテゴライズカテゴライズカテゴライズカテゴライズされるのでしょうかされるのでしょうかされるのでしょうかされるのでしょうか？（？（？（？（汗汗汗汗））））    

    

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：ふむ、それじゃあ出来るだけ手分けして探すべきやの。自分以外はツーマンセル組みまっか？ 

ジャックジャックジャックジャック：子供がどっちに逃げたかと、身なりがどんなだったか教えてほしいです。それと、探索はレンジャ

ー不可でしょうか？ 

GMGMGMGM：身なりは、ぼろ布を着た男の子。探索はレンジャー採用おｋ。どっちに逃げたかは、一般住宅地で聞

いてみましょう！ 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：つまりレンスカを 3 手に分けたツーマンセル×2＋ソロ 1 が効率良いかのう 

GMGMGMGM：【探索判定】（スカウト or レンジャー or ミスティック Lv＋知力Ｂ＋2D） 

ジャックジャックジャックジャック：移動と聞き込みそれぞれ個別に 10 分です？ 

GMGMGMGM：＞ジャックジャックジャックジャック そうですね。 

GMGMGMGM：では、第一ターンです。どう動きますか？ 

ジャックジャックジャックジャック：「基本的には捕まえて取り戻せばいいと思うでやすが、転売されてしまうと面倒でやす。あっしは

急いで商店街に向かいたいでやす」いきなり中央広場移動でいい？ 

GMGMGMGM：おっけーい！ 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：では他は判定第一回やりますか 

（（（（ころころころころころころころころ・・・・・・・・・・・・））））    

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：2D6+3 合計：15 <6,6>+3 

レンレンレンレン：2D6 合計：2 <1,1> 

ユーリユーリユーリユーリィィィィ：出目あらぶりすぎ w 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：さて、クソガキはどっち逃げてん？ 

GMGMGMGM：ゲンマゲンマゲンマゲンマが自動成功したので、一般住宅地の情報開示。 

道行道行道行道行くくくく一般人一般人一般人一般人：「ああ、あの子なら、貧民区域の方に向かったな」以上。開示終わり 

 

    これをこれをこれをこれを受受受受けたけたけたけたユーリィユーリィユーリィユーリィ達四人達四人達四人達四人はははは貧民街貧民街貧民街貧民街へへへへ移動移動移動移動～。～。～。～。    

 

GMGMGMGM：ほい、ではジャックジャックジャックジャック以外は移動で２ターン目終わり！ 

ジャックジャックジャックジャック：じゃ、こっちは探索せずにそのまま商店街移動 

GMGMGMGM：ほいおっけい。では３ターン目 

リューリューリューリュー：聞き込み開始ぃ 

四人四人四人四人：（ころころ・・・）成功！ 

ジャックジャックジャックジャック：探索+武器の買取りしてる店に事情を話して犯人を依頼します。国家権力ちらつかせて。国王の

客人ですよね^^ 

ジャックジャックジャックジャック：2D6+3 合計：12 <4,5>+3 



GMGMGMGM：ほい、各エリア情報開示ですね（しかし出目がすごい・・・。では、貧民区画から行きましょう。 

貧民貧民貧民貧民のおじさんのおじさんのおじさんのおじさん：「銃をもったぼろ布の子供？ああ、コウの事か」 

リューリューリューリュー：「その子がどこにいったか知らない？」 

おじさんおじさんおじさんおじさん：「あいつなら、商店街でかくまってもらってから南門を通って外に出るって言ってたな」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：（プレイヤー発言） 何このピンポイントショット 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：ピンポイントで来た w 

レンレンレンレン：（プレイヤー発言） ジャックジャックジャックジャックさんの商店区域急ぎが正解とはｗ 

おじさんおじさんおじさんおじさん：「“これで家族の為になる”とか言ってたけど・・・何考えてるのかね」以上、情報終わり。 

レンレンレンレン：「安易に考えると売った金で…あたりかな？」 

リューリューリューリュー：こりゃ意外と速く終わりそう 

    

    いやいやいやいやホントホントホントホント・・・・・・・・・・・・ここまであっさりここまであっさりここまであっさりここまであっさり看破看破看破看破されるとはされるとはされるとはされるとは・・・・・・・・・・・・。。。。皆皆皆皆のののの推理力流石推理力流石推理力流石推理力流石ですですですです。。。。    

 

GMGMGMGM：ではお待たせしました。商店街行きましょう。 

ジャックジャックジャックジャック：はーい 

武器屋武器屋武器屋武器屋のおばちゃんのおばちゃんのおばちゃんのおばちゃん：「ああ、そりゃコウの事だね。あの子ならさっきここに来たよ」 

ジャックジャックジャックジャック：なんて足の速い 

おばちゃんおばちゃんおばちゃんおばちゃん：「武器売るついでにかくまってくれって頼まれたんだが・・・どうも悪いことしてそうだったからね

え。説教してやったら、悪態つきながら逃げてったよ」 

ジャックジャックジャックジャック：正しいおばちゃんだ 

おばちゃんおばちゃんおばちゃんおばちゃん：「・・・あんた、あの子を追ってるのかい？」 

ジャックジャックジャックジャック：「持ち主がちょっとしゃれにならいでやすから、大事になる前に取り返さないといけないでやす。

依頼内容は武器を取り戻すことだけでやす」 

レンレンレンレン：（プレイヤー発言） 城門に行った可能性を疑い中 別の所で売ったかは？ 

おばちゃんおばちゃんおばちゃんおばちゃん：「・・・あの子はね、この前両親を蛮族に殺されてから、たった一人の妹と二人きりになっちまっ

たんだ」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：（プレイヤー発言）ストリートチルドレンレンレンレンみたいなものかな？ 

おばちゃんおばちゃんおばちゃんおばちゃん：「しきりに“妹は俺が守らなきゃ”って言って、大分せっぱ詰まってたから・・・無茶しなきゃいい

んだが」 

ジャックジャックジャックジャック：「とはいえ手段がかなり荒っぽいでやす。お金でなく武器を狙うような危険に心当たりあるでやす

か？」 

レンレンレンレン：（プレイヤー発言） 冒険者の武器で復讐か…よりによってﾏｷﾞ無だと無力のガンを… 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：（プレイヤー発言） あ、やっぱりそういう発想になるね 

おばちゃんおばちゃんおばちゃんおばちゃん：「なあ、あんた。こんな事言えた義理じゃないんだが、あの子を見つけたら、力になってやって

くれないかい？」 

ジャックジャックジャックジャック：「身に危険があるのなら助けてやるでやすよ。あっしも国を失った身でやす。」 

GMGMGMGM：「あの子は、根は優しい子なんだ。蛮族相手に無茶なんかしたら、可哀想すぎるんだよ・・・この通り

だ」頭を下げる 



ジャックジャックジャックジャック：「とりあえず坊主がいる場所に心当たりあるでやす？妹ちゃんが普段いる場所とか」 

おばちゃんおばちゃんおばちゃんおばちゃん：「コウは、南外郭部の方へ向かったと思う。すまないが、よろしく頼むよ」ほい、以上情報終

了！ 

    

    このこのこのこの後後後後、、、、ジャックジャックジャックジャックはははは南外郭南外郭南外郭南外郭をををを回回回回ってからってからってからってから他他他他メンバーメンバーメンバーメンバーとととと合流合流合流合流をををを。。。。ユーリィユーリィユーリィユーリィ、、、、ゲンマゲンマゲンマゲンマ、、、、リューリューリューリューはははは南門南門南門南門へへへへ、、、、レンレンレンレンはははは

ブラフブラフブラフブラフをををを警戒警戒警戒警戒してしてしてして一般住宅地一般住宅地一般住宅地一般住宅地をををを経由経由経由経由しながらしながらしながらしながらまだまだまだまだ未探索未探索未探索未探索のののの城門城門城門城門へへへへ向向向向けてけてけてけて移動移動移動移動をををを開始開始開始開始～～～～    

    

GMGMGMGM：では皆さん移動で。その場で聞き込み or 移動どうぞ～ 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：なるようになるか。南門探索判定しまっさ 

南門組南門組南門組南門組：（ころころ・・・）ゲンマ、ユーリィ成功！ 

南外郭南外郭南外郭南外郭（（（（ジャックジャックジャックジャック））））：（ころころ・・・）失敗！ 

リューリューリューリュー：2D6 合計：2 <1,1> 

リューリューリューリュー：まさかの１ぞろｗ 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：＞リューリューリューリュー 五十テーん 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：（プレイヤー発言） ＞リューリューリューリュー 50 点成長したよ！やったね！ 

リューリューリューリュー：（プレイヤー発言） 失敗から学ぶこともある（キリッ 

レンレンレンレン：（プレイヤー発言） そのまま城門付近へ行く 

GMGMGMGM：ほい了解。では、南門情報開示ですな 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：さて、どや？ 

GMGMGMGM：三人が南門に向かうと、向こうから先程の少年、コウが駆けてきます！ 

GMGMGMGM：たったたたたった・・・・ 

リューリューリューリュー：「あっ！見つけた！あのこだよ！」 

GMGMGMGM：三人と目が合ったコウは、ぎくりとしながら、全力疾走で逃げようとします！！ 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：GMGMGMGM,手加減攻撃宣言できまっか？ 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「ひっとらえろー！！」 

リューリューリューリュー：スリープはいけますか？ 

ジャックジャックジャックジャック：殴る気満々だー^^ 

GMGMGMGM：どうぞ～！回避７！リューリューリューリュー 抵抗は９！ 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：じゃあ自分から先の判定で。投げ使います 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：2D6+4 合計：11 <1,6>+4 

GMGMGMGM：ほい命中！ 

リューリューリューリュー：当たったならいいかな？ 

GMGMGMGM：ゲンマゲンマゲンマゲンマに投げ飛ばされたコウは「ふげっ」といいながらひっくり返ります。今ならおさえつけられますね 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：そのままジャーマンスープレックスだー 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：じゃあまず転倒入りま。で、威力 0 のダメージ 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：R0C12+4 合計：4 <[2_2]> = <0>+4 

GMGMGMGM：痛い！コウ君泣いてまう wwww 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：おし、そのまま腕ひしぎで押さえまっさ。 



リューリューリューリュー：回復してあげてー！ 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：これでも最低ダメージや。きばり！ 

    

    まさかまさかまさかまさか本当本当本当本当ににににダメージダメージダメージダメージまでまでまでまで入入入入れてくるとはれてくるとはれてくるとはれてくるとは・・・・・・・・・・・・（（（（笑笑笑笑））））10101010 歳歳歳歳のののの男男男男のののの子子子子にににに手加減手加減手加減手加減ないのうないのうないのうないのう    

    

コウコウコウコウ：「いてててて・・・はなせ・・・はなせ～」じたじたばたばた 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「ほれほれ抜けられまい。さ、先生から盗ってった銃は何処やってん？」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「・・・回復だけはしてやるか」 

GMGMGMGM：レンレンレンレン、、、、ジャックジャックジャックジャックの二人は、ゲンマゲンマゲンマゲンマが押さえてくれてる間に、エストエストエストエストが飛び回って伝えてくれました。合流

していいですよ～？ちなみに合流した段階で、ジャックジャックジャックジャックが持ってた情報も共有したってことで。 

レンレンレンレン：その辺のオバサン「きゃ～！ アロハシャツの海パンシャドウが子供を襲ってる～！！！」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：ウーンズ使います（行使成功。７点回復） 

GMGMGMGM：わあい 

レンレンレンレン：「あれ？無難に南門来てたか」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「全く、手をかけさせよって」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「ここやと何やな、ちょっと路地裏行こか」 

ジャックジャックジャックジャック：「妹ちゃんを守ってなきゃいけないぼんがこんなとこで何やってるでやんすか、まったく。」 

リューリューリューリュー：あ、これ傍からみたらアウトなやつだ 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：大の大人が子供に寄ってたかって w 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：（プレイヤー発言） 元々変質者やけどホンマに変質者になってもうた 

リューリューリューリュー：（プレイヤー発言） （その中にウサギさんを含む） 

GMGMGMGM：まぁ、周囲の目はこの際スルーで ww 

ジャックジャックジャックジャック：「なんで武器を盗んだか理由があるならいうでやんす」 

コウコウコウコウ：「離せよ、離せよ～！妹が待ってるんだよ～！」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：ま、固めた腕は放さないけど痛くない様に固め方は変えます。事情聴取だ 

ジャックジャックジャックジャック：「どこで何を待ってるというでやんす。盗んだ品を喜ぶでやんすか」 

コウコウコウコウ：「そ、それは・・・」手に持ってる銃を見てうつむく 

レンレンレンレン：「とりあえずｵﾁﾂｹ 話を聞こうか なお その銃を返さないと持ち主が周囲１Km を焼け野原にするか

ら」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：デスヨネーw 

リューリューリューリュー：おおこわいこわい 

コウコウコウコウ：「だ、ダメだよ！そんなことしたら・・・マシロが悲しむ。あいつは、あの森が好きなんだ。焼け野原にさ

れたら・・・きっと悲しむ」」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「せやったら事情話してその銃返し。」 

レンレンレンレン：「マジでそれくらいやりそうな雰囲気だったぞ…ﾀﾌﾞﾝ」 

コウコウコウコウ：「俺・・・親が蛮族に殺されたから・・・妹を守らなくちゃいけないんだ」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「それと盗んでった銃になんの因縁があんねん？」 

コウコウコウコウ：「だから、お金もいるし、守る為の力だっている・・・だから・・・」 



ジャックジャックジャックジャック：「町に蛮族はいないでやすよ。妹ちゃんを守るために必要なのは武器じゃないでやんす」 

レンレンレンレン：「あ～ いっとくけど銃って 魔動機術の心得ないと 使えない武器だよ」 

コウコウコウコウ：「・・・え？」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：（プレイヤー発言）まあ知らないわな 

リューリューリューリュー：「大丈夫、今返せばその持ち主の人も許してくれるよ（たぶん）」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「さて、お前はんの持っとる銃も使いモンにならんと分かったんや。早よ返し。」 

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「やれやれ、やっとこ捕まえたみたいだな」 

GMGMGMGM：エストエストエストエストが伝えたのか、キャプテンもやってきました 

ジャックジャックジャックジャック：きたのか 

レンレンレンレン：「まあ、なんとか」（自分なにもしてないけど） 

リューリューリューリュー：「みたいです」（内心ガクブル） 

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「事情は大体聞かせてもらった。・・・おいガキ」 

GMGMGMGM：キャプテンはギラッとした眼光でコウを睨みます。コウは涙目でビクビクしてますね。 

レンレンレンレン：（やっぱビビッてる さっきのアレが原因かな～♪） 

リューリューリューリュー：（びくびく） 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「ガキ脅してどうすんだよ」と遮ります 

エストエストエストエスト：「いいえ、ユーリィユーリィユーリィユーリィさん。大丈夫です」 

GMGMGMGM：キャプテンはすっと右手を振り上げ・・・ 

ぽん、とコウの頭に手を置きます。 

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「・・・事情は聞いた。だがな、ダメなもんはダメなもんだ。悪い事したらどうしなきゃいけない

か・・・分かるな？」優しくコウの頭を撫でる。 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：逃げる様子無しと判断して手を離します。 

GMGMGMGM：コウはポカンとしながらも、おずおずと頭を下げます。 

コウコウコウコウ：「あ、あの、俺・・・」 

？？？？？？？？？？？？：「きゃあああああああっ！」 

リューリューリューリュー：「！？」 

GMGMGMGM：突然、門の外から叫び声が！！聞いてみると、少女の悲鳴の様です。 

ジャックジャックジャックジャック：見物人「ガラの悪い海賊風の男が子供に襲い掛かってるわぁぁぁ」 

    

    ちがちがちがちがーーーーうううう！！（！！（！！（！！（笑笑笑笑））））    

    

リューリューリューリュー：門のほうに目を向けます 

GMGMGMGM：コウ「この声・・・マシロ！？」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「むう、なんだ？」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「・・・先生、ここ頼んま！」駆け出します 

GMGMGMGM：いうが早いが、コウ少年は門の外に駆けだしていきますね！ 

ジャックジャックジャックジャック：おいかけますよ。どすどす 

リューリューリューリュー：追いかけます。ピョンピョン 



ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「あ！おいこら待て」 

GMGMGMGM：コウ君は足が速いから、どんどん行っちゃうぞ～！ 

ジャックジャックジャックジャック：全力移動っ 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：自分それに追いすがる感じですかね？ 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：追いかけろー 

レンレンレンレン：（プレイヤー発言） 全力移動 10 秒で 75ｍです 

ジャックジャックジャックジャック：10 秒で 42m はしっちゃうゾ 

    

    さあいよいよさあいよいよさあいよいよさあいよいよクライマックスクライマックスクライマックスクライマックス！！！！！！！！・・・・・・・・・・・・しっかししっかししっかししっかし 10101010 歳歳歳歳のののの子供子供子供子供をををを囲囲囲囲むむむむ海賊海賊海賊海賊のののの図図図図・・・・・・・・・・・・スゴイスゴイスゴイスゴイ画画画画ですねですねですねですね～（～（～（～（苦笑苦笑苦笑苦笑））））    

    

    

・・・・マシロマシロマシロマシロをををを救救救救いいいい出出出出せせせせ！！！！        

GMGMGMGM：では、コウ君を追いかけて外に出ると、一人の少女がまたまた蛮族に襲われています。 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：ですよねー 

ジャックジャックジャックジャック：街のすぐ外に蛮族が出るって、見張りは何してるんだ・・・・ 

GMGMGMGM：数は三体。内２体は、昨日もいたゴブリン達ですね～ 

レンレンレンレン：「ｾﾞｨｾﾞｨ 足 早ぇ～」 

リューリューリューリュー：「も、もう無理（ゼェゼェ）」 

コウコウコウコウ：「マシロ・・・マシロ！」 

GMGMGMGM：どうやら、蛮族に襲われそうになってるのが、マシロちゃんみたいですね 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「おるぁああああ！」蛮族との間に割って入ります 

ジャックジャックジャックジャック：走りよった速度そのままに高くジャンプして 3 回回転しながら斧を振り下ろして攻撃します^^ 

GMGMGMGM：ふむ・・・。回避１０で命中判定しようか？wwww 

ジャックジャックジャックジャック：いいの？^^ 

ジャックジャックジャックジャック：2D6+4 合計：9 <4,1>+4 

ジャックジャックジャックジャック：盛大にスカッタ 

GMGMGMGM：では、ジャックジャックジャックジャックのダイナミックな攻撃で、蛮族達が避けざるを得なくなって、マシロを助けたことにしよ

う！ 

ジャックジャックジャックジャック：「れ、れんしゅうしたのにぃぃぃ」 

リューリューリューリュー：「ジャ、ジャックジャックジャックジャック、、、（涙」 

    

    ここでここでここでここで決決決決まってたらまってたらまってたらまってたら更更更更にかっこよかったんだけどねえにかっこよかったんだけどねえにかっこよかったんだけどねえにかっこよかったんだけどねえ・・・・・・・・・・・・。。。。ダイスダイスダイスダイスのののの女神女神女神女神はいつだってはいつだってはいつだってはいつだって気気気気まぐれですまぐれですまぐれですまぐれです。。。。    

    

親玉蛮族親玉蛮族親玉蛮族親玉蛮族：「ああ？なんだてめえ等は！？（交易共通語」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「正義の味方っつったら満足かワレェ！？」怒鳴り返します 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「ほら、もう大丈夫だ。お兄ちゃんとあっち行ってな」と言って少女を保護。離脱させます 

マシロマシロマシロマシロ：「う、うん・・・」その場を離れる。 

リューリューリューリュー：息を整えて、発動体をかまえます 



レンレンレンレン：「蛮族が交易共通語しゃべってる～」Σ(￣ε￣;|||･･･（エルフ語で） 

GMGMGMGM：おっけい！ 

レンレンレンレン：「下級じゃあないのかな？」（魔動機文明語で） 

親玉蛮族親玉蛮族親玉蛮族親玉蛮族：「食事の邪魔をするとはなぁ・・・俺が“ボリョック”の行動隊長と知っての蛮勇かぁ・・・？」 

レンレンレンレン：「知らん！」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：知識判定 OK ですか？ 

リューリューリューリュー：gmgmgmgm,そのことをしってますか？ 

GMGMGMGM：んでは“ボリョック”に見識いきましょ、達成値１６ 

リューリューリューリュー：よっしゃいくぞー 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：2D6+3 合計：5 <1,1>+3 

ジャックジャックジャックジャック：2D6 合計：5 <3,2> 

レンレンレンレン：2D6 合計：5 <1,4> 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：2D6 合計：3 <2,1> 

リューリューリューリュー：2D6+5 合計：8 <2,1>+5 

ジャックジャックジャックジャック：みんなやるきなさ過ぎ 

GMGMGMGM：なんか、６ゾロも１ゾロも多いのう、この卓・・・www 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：ていうか教養がないねん 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：なんかもうね w 

リューリューリューリュー：ああ、ええっと走って息を切らしてたからしかたないね 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「知らんな」 

    

    まぁまぁまぁまぁ、、、、ここでここでここでここで情報情報情報情報をををを知知知知られてもられてもられてもられても困困困困るんですがるんですがるんですがるんですが・・・・・・・・・・・・しかしここでのしかしここでのしかしここでのしかしここでの出目出目出目出目ははははホントホントホントホントなんなんでしょうなんなんでしょうなんなんでしょうなんなんでしょう？（？（？（？（笑笑笑笑））））    

    

GMGMGMGM：ともあれ、皆はマシロを助け、蛮族達に向き合います。 

リューリューリューリュー：（あれ？出かかってるのにでてこない・・・） 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「何がボリョックじゃ！暴力団の間違いちゃうかボケが！」 

親玉親玉親玉親玉蛮族蛮族蛮族蛮族：「まあいい・・・お前等を殺して食いでを増やせば良いことだ野郎共！やっちまえ！」 

レンレンレンレン：「マジ知らねぇ～」（魔動機文明語で） 

ゴブズ：「ごぶ～！」 

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「・・・オイガキ。それよこせ」 

レンレンレンレン：「へ？」 

リューリューリューリュー：「え？」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：（プレイヤー発言） おい、ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア様が直々に出るぞ・・・ 

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「ガキ、よく見てな。これが闘う事の辛さだ・・・」 

GMGMGMGM：キャプテンはコウから銃を取り上げると。蛮族達に向かって投げつけます。 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：その使い方ちゃう w 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「はい？」 

レンレンレンレン：「撃つんじゃないの～」Σ(ﾟдﾟ;) ﾇｵｫ!? 



    そりゃそりゃそりゃそりゃ、、、、撃撃撃撃ったらったらったらったら戦闘終戦闘終戦闘終戦闘終わるからねえわるからねえわるからねえわるからねえ・・・・・・・・・・・・（（（（汗汗汗汗））））キャプテンキャプテンキャプテンキャプテンはははは余程余程余程余程のののの事事事事がががが無無無無いいいい限限限限りりりり動動動動きませんよきませんよきませんよきませんよ～～～～    

    

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「おいお前等、悪いが依頼の内容、ちょいと変更だ。内容はシンプルに“俺の銃を取り返せ”

以上」 

レンレンレンレン：「まさか蛮族に取られた銃を取り返せ ですか？」 

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「ああ。似たようなもんだろ？」 

ジャックジャックジャックジャック：「・・・・・割増料金・・・・・・・・」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「ジャックジャックジャックジャック、うっさいわ・・・」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「はあ・・・ コイツも大概だな」 

レンレンレンレン：「ジャックジャックジャックジャックの守銭奴っぷりはもうあきらめた方が良いんでしょうか？」 

ジャックジャックジャックジャック：「だって、あっしにもあいでんてぃてぃってものがあるんでさ。そのためにはあと1300G 必要なんで

やすよ」 

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「ったくしゃーねえな・・・追加報酬“そよ風亭で宴会”。これでどうだ？」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「まあ、妥当な報酬だな」 

リューリューリューリュー：「仕方ないね。それで手を打とうか」 

ジャックジャックジャックジャック：「べつに割り増しじゃなくても宴会するくせに・・・・（ボソ）」 

ペンペンペンペンティーアティーアティーアティーア：「細かい事は気にすんな。一人エール一樽は飲ませてやるよ」 

レンレンレンレン：（樽Σ (ﾟДﾟ;）!?） 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「どのみちとっくの昔に売った喧嘩や。やめろと言われてもこいつらぶちのめす！」 

親玉蛮族親玉蛮族親玉蛮族親玉蛮族：「ごちゃごちゃうるせえ！まとめて喰ってやるぜええええ」 

リューリューリューリュー：「！皆！来るよ！」 

    

    

GMGMGMGM：てなわけで戦闘開始！ 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：魔物知識判定しますー 

GMGMGMGM：ほーい！ゴブは正体割れてるからボスだけね 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：2D6+3 合計：11 <4,4>+3 

ジャックジャックジャックジャック：2D6 合計：9 <3,6> 

レンレンレンレン：2D6 合計：2 <1,1> 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：2D6 合計：4 <2,2> 

リューリューリューリュー：2D6+5 合計：11 <2,4>+5 

レンレンレンレン：（プレイヤー発言） 2 回目(・ω<) ﾃﾍﾍﾟﾛ 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：ホントにピンゾロ多いなこの卓 w 

リューリューリューリュー：（プレイヤー発言） おめ☆ 

GMGMGMGM：ふむ。では弱点は割れませんが正体判明。親玉蛮族はケンタウロス。（ルルブⅡ２２６） 

リューリューリューリュー：え 

GMGMGMGM：ちなみに剣のかけらが二つ入ってます。 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：割と喧嘩売ったらあかん相手やんそれー 



ユーリィユーリィユーリィユーリィ：魔法が怖いかなー 

ジャックジャックジャックジャック：接敵したら突撃来ないから怖さ半減ですね 

レンレンレンレン：（プレイヤー発言） ケンタは交易共通語しゃべれないみたいだけど…まあいっか 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：（プレイヤー発言） エリートなんだよ、きっと 

GMGMGMGM：＞レンレンレンレン かけらのおかげで頭良くなったのだ！ 

ジャックジャックジャックジャック：それを言ったらファミリアも魔法文明語しか喋れない 

GMGMGMGM：では先制判定～。こっちは１２だよん 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：2D6+3 合計：12 <6,3>+3 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：とったどー 

リューリューリューリュー：お見事！ 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：2D6+5 合計：7 <1,1>+5 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：ごめーん w 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：またピンゾロ w 

リューリューリューリュー：またかｗ 

GMGMGMGM：なんか偉いことになってるなｗｗｗでは皆の先行！どぞ～ 

ジャックジャックジャックジャック：ケンタウロス殴る。ビーストスキン使用 

ジャックジャックジャックジャック：2D6+4 合計：7 <2,1>+4 

ジャックジャックジャックジャック：はずれ 

GMGMGMGM：ひょいっとな 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：ゴブ 2 体とケンタにバニッシュ 

GMGMGMGM：ほいほい！ 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：2D6+4 合計：15 <6,5>+4 

GMGMGMGM：というわけで・・・三体共効果 2D いってみよう 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：ゴブ A、ケン、ゴブ B で 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：2D6 合計：11 <6,5>（逃走） 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：2D6 合計：12 <6,6>（逃走） 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：2D6 合計：6 <3,3>（判定－１） 

リューリューリューリュー：おおｗ 

GMGMGMGM：・・・わあ 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：出目がもうね w 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：（プレイヤー発言） おい、ケンタウロス逃げるぞこれ wwwww 

レンレンレンレン：2 名ほどビビってにげだそうとするか 

ジャックジャックジャックジャック：おわた^^ 

GMGMGMGM：A＆ケンタ「ひ、ひぃーおたすけー！」 

レンレンレンレン：（プレイヤー発言） ケンタは乱戦中だから逃げれないような？ 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：逃げれませんね w 

GMGMGMGM：その通り、逃げられるのはゴブ A だけなのだ！ 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：（プレイヤー発言） 何がお助けやねん www 



レンレンレンレン：（プレイヤー発言） よしケンタに集中砲火するかｗ 

GMGMGMGM：でもケンタは次の手番で動けない！後続どぞ！ 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：ぼこれー！！ 

リューリューリューリュー：怯えてるケンタウロスにエネボルで^^ 

リューリューリューリュー：2D6+6 合計：10 <1,3>+6 

GMGMGMGM：・・・抵抗も回避も出来ないんじゃないかな ww 

ジャックジャックジャックジャック：逃げるのは次の敵ターンですから、このターンはまだ回避修正かかってないと思いますけど 

GMGMGMGM：一切の行動が出来ない・・・この裁定・・・GMGMGMGM は『回避も抵抗も出来ない！』とｶｲｼｬｸした！ 

GMGMGMGM：てなわけでぼこれー！ 

ジャックジャックジャックジャック：GMGMGMGM が M であることが判明した瞬間であった・・・ 

GMGMGMGM：エネボルも抵抗抜いて良いよ！ 

リューリューリューリュー：アッパレ！ 

    

    実際実際実際実際、、、、このこのこのこのバニッシュバニッシュバニッシュバニッシュのののの裁定裁定裁定裁定ってどうなんですかねってどうなんですかねってどうなんですかねってどうなんですかね・・・・・・・・・・・・？？？？教教教教えてくださいえてくださいえてくださいえてください偉偉偉偉いいいい人人人人（（（（ｵｲｵｲｵｲｵｲ    

    

リューリューリューリュー：R10C10+6 合計：15 <[6_5],[1_5]> = <6,3>+6 

リューリューリューリュー：あ 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：回ったーw 

リューリューリューリュー：「喰らえ！」 

GMGMGMGM：痛い wwww１５てんもらった 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：おい, 

ケンタケンタケンタケンタ：「うぎゃあああおがあぢゃあああん！！」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：おい、ワンターンキル狙えるぞこれ ww 

B さん：「た、隊長！しっかりしてください隊長ー！（蛮族語」 

レンレンレンレン：ケンタウロスをソリッドバレットで攻撃 

GMGMGMGM：＞レンレンレンレン どぞ！ 

レレレレンンンン：2D6+6 合計：13 <5,2>+6 

レンレンレンレン：R20C10+4 合計：9 <[2_5]> = <5>+4 

GMGMGMGM：残り１１ 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：じゃあ殴りまっさ 

GMGMGMGM：お待たせしました！どぞ 

レンレンレンレン：（プレイヤー発言） 素で命中か 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：じゃあ自分、ガゼル自分に入れてからぶん殴りま 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：2D6+5 合計：9 <1,3>+5 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：2D6+5 合計：12 <2,5>+5 

GMGMGMGM：ファンブルってないから両方命中！ 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：ok,セーフセーフ 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：R10C10+4 合計：7 <[5_1]> = <3>+4 



ゲンマゲンマゲンマゲンマ：R10C10+4 合計：7 <[2_4]> = <3>+4 

GMGMGMGM：ほい、防護は引くからのこり１ 

レンレンレンレン：（プレイヤー発言） 1 たりない 

リューリューリューリュー：（こりゃ尋問もできそうになさそうだなぁ） 

GMGMGMGM：こっちの手番だよ～ 

レンレンレンレン：（プレイヤー発言） 10 秒（1R)で効果切れるけどね ケンタのバニッシュ効果 

GMGMGMGM：では、B さんは決死の覚悟でジャックジャックジャックジャックに攻撃！命中９ 

ジャックジャックジャックジャック：2D6+4 合計：13 <6,3>+4 

ジャックジャックジャックジャック：「あたらないでやんす」 

リューリューリューリュー：（プレイヤー発言） で、ケンタくんはおびえてると 

B さん：「ごぶ～！（隊長！しっかりするゴブ！蛮族語」 

GMGMGMGM：ほい！皆の手番だよ～ 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：じゃあキルマーク貰いまっさ ケンタに攻撃 

GMGMGMGM：今度は回避１０だよ～どうぞ 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：2D6+5 合計：11 <2,4>+5 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：2D6+5 合計：13 <4,4>+5 

GMGMGMGM：まだや・・・ピンゾロや！ 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：R10C10+4 合計：7 <[4_3]> = <3>+4 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：R10C10+4 合計：8 <[4_4]> = <4>+4 

GMGMGMGM：ですよね～wwwww 

リューリューリューリュー：こりゃ即死ですわ 

ジャックジャックジャックジャック：一発目で落ちてるかと 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：まあ冴えへんけどこんなもんやろ 

ジャックジャックジャックジャック：ゴブ殴るー 

ジャックジャックジャックジャック：2D6+4 合計：7 <2,1>+4 

ジャックジャックジャックジャック：はずれー 

GMGMGMGM：B さん・・・頼りになるのはあんただけや・・・ 

リューリューリューリュー：じゃエネボルうちまーす 

GMGMGMGM：あーっ wwwww やめてーっ！！ 

リューリューリューリュー：2D6+6 合計：12 <1,5>+6 

リューリューリューリュー：R10C10+6 合計：7 <[2_1]> = <1>+6 

GMGMGMGM：では弱点込み９点ダメ 

リューリューリューリュー：「あれれ？なんか調子が悪いな」 

レンレンレンレン：ゴブリン B をソリッドバレットで攻撃 

レンレンレンレン：2D6+6 合計：17 <6,5>+6 

レンレンレンレン：R20C10+6 合計：7 <[1_2]> = <1>+6 

GMGMGMGM：ぴったしダウン！ 

レンレンレンレン：（プレイヤー発言） セーフ 



ジャックジャックジャックジャック：「うちとったりぃぃぃ、でやす」とポーズを決める 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「ちょいちょい、キルマーク取ったん自分やで」 

レンレンレンレン：「撃ちとったの 僕ですけどね」ﾔﾚﾔﾚ 

GMGMGMGM：ではでは、剥ぎ取りはゴブ B とケンタさんですな 

一同一同一同一同：（ころころ・・・）戦いの装束（30G）、武器（30G） 

GMGMGMGM：ほい、剥ぎ取りは共有にかいときました～ 

GMGMGMGM：蛮族を倒した皆が振り向くと、そこにはコウ少年にすがりついて泣くマシロちゃんの姿が 

マシロマシロマシロマシロ：「お兄ちゃぁぁん・・・怖かったよう・・・ふえええええん」 

コウコウコウコウ：「マシロ・・・・よかった。本当によかった！」涙を堪えてマシロを抱きしめる。 

リューリューリューリュー：「あ、そうだ。ペンディーアさんの銃は？」 

GMGMGMGM：＞リューリューリューリュー ケンタさんの横で寝てるよ～ 

リューリューリューリュー：「ほっ」 

ジャックジャックジャックジャック：「これで依頼達成二つ目でやんす。冒険者、ぼろい商売でやんすね」 

レンレンレンレン：「いやいや運良いだけだと思うぞ」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「さて、依頼完了やの。むほ」 

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「はいよ。ご苦労さん。報酬は後でコトリコトリコトリコトリからもらってくれよ」銃を受け取る 

ジャックジャックジャックジャック：「では早速宿に戻って清算でやす」 

コウコウコウコウ：「あ、あの・・・」コウくんは皆の方を向き、頭を下げます。 

コウコウコウコウ：「ごめんなさい！それから・・・ありがとう！マシロを助けてくれて」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「お前さんから礼言われる筋合い割とないわ。ま、今後悪事も無茶もやめとき。坊には悪人は無理

やわ。」 

レンレンレンレン：「ﾅﾆｲｯﾃﾙﾝﾀﾞｲ ﾎﾞｸﾗﾊｳﾊﾞﾜﾚﾀ銃ｦﾄﾘﾓﾄﾞｽﾉﾆﾀﾀｶｯﾀﾀﾞｹﾀﾞﾖ」 

コウコウコウコウ：「うん、俺・・・もっと別の・・・正しいやり方で、マシロを守れるように頑張ってみるよ！」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「むほ、それでええねん」 

リューリューリューリュー：「ぼくらはペンティーアペンティーアペンティーアペンティーアさんの銃を蛮族から取り返しただけだよ。まったく、勘違いしないでほしい

ね。」 

レンレンレンレン：「ｿｳﾀﾞﾖﾈｰ」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「ふむ、まあ気にするな、私たちは依頼を受けただけだからな」 

コウコウコウコウ：「皆・・・ありがとう！ほんとにありがとう」 

GMGMGMGM：口々にお礼をいうコウくんを見て、キャプテンはにやりと笑います。 

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「おいガキ。お前、うちの船で働く気、ないか？」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：そんな気はしてたよ w 

レンレンレンレン：「そういえばあの船今、ガランドウ……」 

リューリューリューリュー：やっぱり人員不足なんじゃ？あの船 

ペンティペンティペンティペンティーアーアーアーア：「その代わり、妹ともども面倒見てやる。どうだ？」 

エストエストエストエスト：「マスター・・・人手不足なだけでしょうに」ため息 

ジャックジャックジャックジャック：「15 レベル冒険者から武器をすり取れるくらいなんでやすから見所あるでやすよきっと」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「むほ、よかったのう。雇用条件は冒険者から見れば破格やで」 



レンレンレンレン：「そうだね スリ能力は天才かもね」 

コウコウコウコウ：「海賊の兄ちゃん・・・（涙ジワ」 

コウコウコウコウ：「おい兄ちゃん！ガキじゃない！俺の名前、コウだ！クルーにするなら・・・名前くらい、覚えろ！」 

ジャックジャックジャックジャック：ツンデレか・・・・ 

レンレンレンレン：「悪……なんでしょうか？ この自称海賊は？」 

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「・・・へっ、はーっはっはっは！いいねえ！その負けん気！気に入った！」強がるコウ少年

をみて、キャプテンは目を丸くした後、豪快に笑い出します。 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「あまり子供を悪の道に誘うなよ」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「いや〜、今の所海賊やのおて自称海賊、ただし実質男前や」 

リューリューリューリュー：「そんな風には、、、僕には見えないなぁ」 

ジャックジャックジャックジャック：「金持ちは余裕があっていいでやすねぇ」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「やれやれ・・・」 

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「今日は良い日だ！お前等！コトリコトリコトリコトリの店行くぞ！みんなまとめて宴だ！宴！」 

ゲゲゲゲンマンマンマンマ：「歓迎会かいな？先生。」 

レンレンレンレン：（プレイヤー発言） コウら未成年者は酒ダメよ 

リューリューリューリュー：「やった！今日もお酒がただで飲める！」 

ジャックジャックジャックジャック：「・・・・まずは服と武器くらい買ってやるでやすよ・・・・」 

レンレンレンレン：「本当にエールの樽飲みさせられるんだろうか？」(((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 

ペンティーアペンティーアペンティーアペンティーア：「あ？一樽なんて遠慮すんな！１０でも１００でも飲ませてやるぞ～」 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「酒は好きなように飲ませていいだろう。自己管理だな」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「心配せんでもワイが飲んでまうわ ガハハのハ〜」 

GMGMGMGM：そうしてそよ風亭に戻った皆は、今日も今日とて宴会を始めました。 

レンレンレンレン：（プレイヤー発言） 2 日連続ｗ 

GMGMGMGM：出される料理、次々に空く酒瓶、やんややんやの大合唱。 

リューリューリューリュー：ええじゃないかええじゃないかｗ 

GMGMGMGM：キャプテンも、コトリコトリコトリコトリも、コウコウコウコウもマシロマシロマシロマシロも。皆も笑顔でいっぱいです。 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：「あっはっは」 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：そして飛ぶウクレレ 

レンレンレンレン：「ﾋｬｯﾊｰ」 

ジャックジャックジャックジャック：「どうせあっしなんて、あっしなんて・・・」そんな中で一人泣き上戸 

リューリューリューリュー：謎のダンスを踊るタビット 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：「ほんなら一曲失礼しますわ ララー♪」 

GMGMGMGM：笑顔が絶えない暖かい店「桜舞うそよ風亭」。今日も皆、楽しい時間を過ごしたのでした・・・。 

GMGMGMGM：・・・・・・・・・・・・・・・・・・・てなところで！セッションを終了したいと思います！お疲れさまでした～！ 

一同一同一同一同：お疲れ様でしたー 

    

    

    



・・・・リザルトリザルトリザルトリザルト＆＆＆＆後日談後日談後日談後日談        

    

経験点経験点経験点経験点    1130113011301130 点点点点++++１１１１ゾロゾロゾロゾロ分分分分    報酬報酬報酬報酬    合計合計合計合計１５６０１５６０１５６０１５６０GGGG    名誉点名誉点名誉点名誉点８８８８点点点点    

    

リューリューリューリュー：（プレイヤー発言） こんなに質の高いセッションをしたのは初めてなので楽しかったですｗ 

ジャックジャックジャックジャック：最終金額は結局目的達成できなかった・・・あとちょっとだったのになぁ^^ 

GMGMGMGM：＞リリリリューューューュー 質の高いセッションなんて・・・嬉しいのう 

GMGMGMGM：このセッションなのですが、TRPG オンラインのWIKI の私のページにて、セッション内容やリプレイを編

集したものを、うｐする予定でいます。 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：ほいほい、願わくば第二話もやりたいのう。ま、そこは皆さんの都合やけど 

ジャックジャックジャックジャック：セッションやったはずなのにリプレイ上がってないと、一体何があったんだろうととても気になりま

す^^ 

GMGMGMGM：・・・ぬぉぉ、これは編集がんばらねば www 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：頑張ってくださいねー 

GMGMGMGM：そして、皆さんがもし二話目を望まれるならば、『第 2 話（第二回グループ）』という形でお伝えします。

お時間があったら、是非是非参加してくださいね！ 

ジャックジャックジャックジャック：はーい。楽しみにしておきますー^^ 

リューリューリューリュー：はい！楽しみにしてます！ 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：パスが入るならそれも教えてねー 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：ではでは、編集よろしくお願いします。都合がつけば参加させていただきます 

ゲンマゲンマゲンマゲンマ：当然楽しみだ！ 

GMGMGMGM：この卓はしばらく開けておきます！後日談とか RP とか、やりたかったら書いてもいいですよ！ 

ユーリィユーリィユーリィユーリィ：了解です 

GMGMGMGM：では最後に、遅くまでおつきあい頂き、本当にありがとうございました！次回の際にはぜひともお願い

しますね～ノシ！ 

一同一同一同一同：お疲れさまでした～！ 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

・・・・編集後記編集後記編集後記編集後記    

    はいはいはいはい、、、、というわけでというわけでというわけでというわけで、〈、〈、〈、〈ラクシアラクシアラクシアラクシア一一一一のおのおのおのお宝宝宝宝シリーズシリーズシリーズシリーズ〉〉〉〉第第第第 1111 話第二話第二話第二話第二グループグループグループグループ編編編編、、、、如何如何如何如何だったでしょうかだったでしょうかだったでしょうかだったでしょうか？？？？    

いやいやいやいやーーーー読読読読みみみみ返返返返すとすとすとすと朝食朝食朝食朝食シーンシーンシーンシーンとかとかとかとか６６６６ゾロゾロゾロゾロ１１１１ゾロゾロゾロゾロのののの山山山山とかとかとかとか・・・・・・・・・・・・・・・・盛盛盛盛りだくさんのりだくさんのりだくさんのりだくさんの卓卓卓卓でしたねでしたねでしたねでしたね～。～。～。～。    

    探索探索探索探索ミッションミッションミッションミッションにににに関関関関してはしてはしてはしては修正修正修正修正しただけあってしただけあってしただけあってしただけあってスムーズスムーズスムーズスムーズにににに出来出来出来出来たたたた・・・・・・・・・・・・とととと思思思思うううう。。。。まあまあまあまあ、、、、同同同同じじじじ内容内容内容内容とととと謳謳謳謳っておきっておきっておきっておき
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    さてさてさてさてさてさてさてさて、、、、物語物語物語物語はははは第第第第 2222 話話話話「「「「水水水水のののの行方行方行方行方」」」」へとへとへとへと続続続続きますきますきますきます。。。。今度今度今度今度はどんなはどんなはどんなはどんな話話話話になりますやらになりますやらになりますやらになりますやら・・・・・・・・・・・・。。。。    

    そしてそしてそしてそして、、、、春春春春ののののオンセオンセオンセオンセ祭祭祭祭りのりのりのりの番外編番外編番外編番外編。。。。こちらもこちらもこちらもこちらも鋭意編集中鋭意編集中鋭意編集中鋭意編集中ですですですです！！！！もうもうもうもう少少少少しししし待待待待ってねってねってねってね！！！！    

    ではではではでは最後最後最後最後にににに、、、、このこのこのこのセッションセッションセッションセッションにににに参加参加参加参加してくれたしてくれたしてくれたしてくれた皆様皆様皆様皆様！！！！そしてそしてそしてそして本書本書本書本書をここまでをここまでをここまでをここまで読読読読んでくれたあなたんでくれたあなたんでくれたあなたんでくれたあなた！！！！本当本当本当本当にににに

ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます！！！！またまたまたまた次回次回次回次回おおおお会会会会いしましょういしましょういしましょういしましょう！！！！！！！！    
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