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一般人        脅威度 0 (10XP) 

中型(あるいは小型)の人型生物(任意の種族)、任意の属性 

AC：10(鎧なし) 
hp： 4(1d8) 
移動速度：30ft（小型のとき 25ft） 

筋力  敏捷力 耐久力 知力 判断力 魅力 
10(+0) 10(+0) 10(+0) 10(+0) 10(+0) 10(+0) 

感覚：通常、受動知覚 10 

言語：1 種類(普通は共通語)。 

行動： 

 棍棒：近接武器攻撃：攻撃+2、間合い 5ft 単体 
  →命中時：1(1d4 殴打)。 

一般人は小作人や奴隷、召使い、巡礼、商人、職人や隠者を含む 

 
 
コボルド     脅威度 1/8 (25XP) 

小型の人型生物（コボルド）、秩序にして悪 

AC：12 
hp：5(2d6-2) 
移動速度：30ft 

筋力  敏捷力 耐久力 知力 判断力 魅力 
7(-2) 15(+2) 9(-1) 8(-1) 7(-2) 8(-1) 

感覚：暗視 60ft、受動知覚 8 

言語：共通語、竜語 
日光過敏：太陽光の下では、攻撃ロールおよび視覚に基づく〈知覚

(判断)〉に不利をこうむる。 

連携戦闘：あるクリーチャーから 5ft以内にこのコボルトの味方い
て、かつその味方が無力状態でないならば、このコボルドはそ
のくりーへの攻撃に有利を得る。 

行動： 
 ダガー：近接武器攻撃：攻撃+4、間合い 5ft 単体 

  →命中時：4(1d4+2刺突)。 
 スリング：遠隔武器攻撃：攻撃+4、射程 30/120ft 単体 
  →命中時：4(1d4+2殴打)。 

コボルトは臆病な爬虫類の人型生物であり、ドラゴンを崇めてい

る。罠だらけの巣穴を掘り、がらくたの宝で満たそうとする。 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
ジャイアント・リザード  脅威度 1/4 (50 XP) 

大型の野獣、無属性 

AC：12(外皮) 
hp：19(3d10+3) 
移動速度：30ft、登はん 30ft 

筋力  敏捷力 耐久力 知力 判断力 魅力 
15(+2) 12(+1) 13(+1) 2(-4) 10(+0) 5(-3) 

感覚：暗視 30ft、受動知覚 10 

言語：― 

行動： 

 噛みつき：近接武器攻撃：攻撃+4、間合い 5ft 単体 
  →命中時：6(1d8+2)刺突ダメージ。 

個体によっては以下の特徴のいずれか、あるいは両方を持つ。 

・息こらえ：最大 15 分まで息を止めていられる＆水泳 30ft 

・蜘蛛歩き：逆さの天井を含め、登はんが難しい表面を判定なしに
登はんできる。 

 
 
スケルトン     脅威度 1/4 (50 XP) 

中型のアンデッド 

AC：13 (鎧の残骸) 
hp：13(2d8+4) 
移動速度：30ft 

筋力  敏捷性 耐久力 知力 判断力 魅力 
10(+0) 14(+2) 15(+2) 6(-2) 8(-1) 5(-3) 

特徴： 

 ダメージ脆弱性：殴打 
 ダメージ無効：[毒] 
 状態無効：[毒] 

 感覚：暗視 60ft、受動知覚 9 
 言語： 

行動： 
 ショートソード：近接武器攻撃：攻撃+4、間合い 5ft 単体 
  →命中時：5(1d6+2) 刺突ダメージ。 

 ショートボウ：遠隔武器攻撃：攻撃+4、射程 80ft/320ft 単体 
  →命中時：5(1d6+2)刺突ダメージ。 

その他： 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
トログロダイト    脅威度 1/4 (50XP) 

中型の人型生物（トログロダイト）、混沌にして悪 

AC：11(外皮) 
hp：13(2d8+4) 
移動速度：30ft 

筋力  敏捷力 耐久力 知力 判断力 魅力 
14(+2) 10(+00) 14(+2) 6(-2) 10(+0) 6(-2) 

感覚：暗視 60ft、受動知覚 10 

言語：トログロダイト語 
技能：隠密 2 
悪臭：トログロダイト以外のクリーチャーが、このトログロダイト

から 5ft以内でターン開始したら、そのクリーチャーは難易度
12 の耐久力セーヴしなければならない。失敗したら次のそのク
リーチャーのターン開始時まで毒状態となる。セーヴに成功し

たら、そのクリーチャーは以降 1時間、全てのトログロダイト
の悪臭に完全耐性を持つ。 

カメレオン皮膚：隠れ身で行う〈隠密(敏捷)〉に有利を得る。 

日光過敏：太陽光の下では、攻撃ロールおよび視覚に基づく〈知覚
(判断)〉に不利をこうむる。 

行動： 
 複数回攻撃：3回の攻撃を行う(噛みつき x1、爪 x2) 
 噛みつき：近接武器攻撃：攻撃+4、間合い 5ft 単体 

  →命中時：4(1d4+2刺突)。 
 爪：近接武器攻撃：攻撃+4、間合い 5ft 単体 
  →命中時：4(1d4+2斬撃)。 

トログロダイトは悪臭を放つ爬虫類の人型生物です。おそろしく野

蛮かつ不潔、残虐で、共食いすら頻繁に行う。 

 

 
ジャイアント・クラブ(巨大カニ)  脅威度 1/8 (25 XP) 
中型の野獣、無属性 

AC：15(外皮) 

hp：13(3d8) 
移動速度：30ft、水泳 30ft 

筋力  敏捷力 耐久力 知力 判断力 魅力 
13(+1) 15(+2) 11(+0) 1(-5) 9(-1) 3(-4) 

感覚：暗視 30ft、受動知覚 10 
言語：― 

技能：隠密 4 
水陸両性：空気を呼吸することも水を呼吸することもできる。 

行動： 
 爪：近接武器攻撃：攻撃+3、間合い 5ft 単体 
  →命中時：4(1d6+1)斬撃ダメージ。目標は掴まれた状態になる

(脱出難易度 11)。このクラブには 2 つの爪があり、それぞれ 1
体の目標のみをつかんでおくことができる。 
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コボルド姫のスリン   脅威度 1/2 (100XP) 

小型の人型生物（コボルド）、秩序にして悪 

AC：15 (竜血ソーサラー特徴で基本 AC13) 
hp：10(2d6+3) 
移動速度：30ft 

筋力  敏捷力 耐久力 知力 判断力 魅力 
8(-2) 14(+2) 13(+1) 10(+0) 10(+0) 14(+2) 

感覚：暗視 60ft、受動知覚 10 

言語：共通語、竜語 
技能：隠密 4、看破 2、魔法学 2 
日光過敏：太陽光の下では、攻撃ロールおよび視覚に基づく〈知覚

(判断)〉に不利をこうむる。 
連携戦闘：あるクリーチャーから 5ft以内にこのコボルトの味方い

て、かつその味方が無力状態でないならば、このコボルドはそ

のくりーへの攻撃に有利を得る。 
呪文詠唱：1Lv 術者(ソーサラー；竜の血脈)として呪文を使用でき

る。詠唱能力値は魅力(セーブ DC12、+4 呪文攻撃ロール)。下

記の呪文を習得している。 
 初級呪文(無限回)：エルドリッチ・ブラスト、ソーマタージ 
 1Lv 呪文(2 回)：マジック・ミサイル、フォールス・ライフ 

行動： 
 ダガー：近接武器攻撃：攻撃+4、間合い 5ft 単体 

  →命中時：4(1d4+2刺突)。 
 ファイアーボルト：遠隔魔法攻撃：攻撃+4、射程 30/120ft 単体 
  →命中時：5(1d10 火)。 

所持品：ダガー、ワンド、翡翠の腕輪(10gp) 

ガラクタとぼろきれで着飾ったコボルトの姫君です。魔法の力を持
っていることが自慢で、周囲の者に尊敬を求めます。 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
ドレッチ    脅威度 1/4 (50 XP) 

小型の魔物(デーモン)、混沌にして悪 

AC：11 
hp：18(4d6+4) 
移動速度：20ft 

筋力  敏捷性 耐久力 知力 判断力 魅力 
11(+0) 11(+0) 12(+1) 5(-3) 8(-1) 3(-4) 

ダメージ抵抗：冷気、火、電撃 

ダメージ無効：毒 
状態無効：毒 
感覚：暗視 60ft、受動知覚 9 

言語：奈落語、テレパシー60ft(奈落語を理解できるものとの間での
み機能する) 

行動： 
 複数回攻撃：噛みつき 1 回と爪 1 回の 2 回の攻撃を行う。 
 噛みつき：近接武器攻撃：攻撃+2、間合い 5ft 単体 

  →命中時：3(1d6) 刺突ダメージ 
 爪：近接武器攻撃：攻撃+2、間合い 5ft 単体 
  →命中時：5(2d4) 斬撃ダメージ 

 悪臭の雲(1回/日)：気分の悪くなる緑のガスがドレッチから 10ft
放射に広がる。このガスは角を回り込んで広がり、その区域は
軽度の隠蔽となる。それは 1分経つか、強い風で吹き散らかさ

れるまで残る。この区域で行動開始したクリーチャーは目標値
11 の耐久力セーヴに成功しなければ、次ターン開始時まで毒状
態となる。これによって即状態となった目標は、標準アクショ

ン化ボーナス・アクションのどちらかしか行えず、リアクショ
ンを行えない。 

その他：小さくみじめなデーモンです。知能が低く何一つまともに

こなすことができません。実行できる能力はないものの、隠し

ようのない悪意に満ちています。ドレッチは群れて唸り、耳障
りな苦鳴を上げ続けます。 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
トログ呪術師のグラーツ   脅威度 1 (200XP) 

中型の人型生物（トログロダイト）、混沌にして悪 

AC：13(外皮) 
hp：26(4d8+8) 
移動速度：30ft 

筋力  敏捷力 耐久力 知力 判断力 魅力 
14(+2) 10(+0) 14(+2) 10(+0) 10(+0) 14(+2) 

感覚：暗視 60ft、受動知覚 10 

言語：トログロダイト語、テレパシー30ft 
技能：隠密 2、魔法学 12、ペテン 4 
悪臭：トログロダイト以外のクリーチャーが、このトログロダイト

から 5ft以内でターン開始したら、そのクリーチャーは難易度
12 の耐久力セーヴしなければならない。失敗したら次のそのク
リーチャーのターン開始時まで毒状態となる。セーヴに成功し

たら、そのクリーチャーは以降 1時間、全てのトログロダイト
の悪臭に完全耐性を持つ。 

カメレオン皮膚：隠れ身で行う〈隠密(敏捷)〉に有利を得る。 

日光過敏：太陽光の下では、攻撃ロールおよび視覚に基づく〈知覚
(判断)〉に不利をこうむる。 

習得妖術：苦悶の怪光線、影の鎧(データに反映済)。 

呪文詠唱：2Lv 術者(ウォーロック；グレート・オールド・ワンの契
約)として呪文を使用できる。詠唱能力値は魅力(セーブ DC12、
+4 呪文攻撃ロール)。下記の呪文を準備している。 

初級呪文(無限回)：エルドリッチ・ブラスト、メイジ・ハンド 
1Lv呪文(2 回)：ヘックス(ボーナス Act)、アーマーof アガデュス、

コンプリヘンド・ランゲージ 

行動： 
 複数回攻撃：3回の攻撃を行う(噛みつき x1、爪 x2) 

 噛みつき：近接武器攻撃：攻撃+4、間合い 5ft 単体 
  →命中時：4(1d4+2刺突)。 
 爪：近接武器攻撃：攻撃+4、間合い 5ft 単体 

  →命中時：4(1d4+2斬撃)。 
 エルドリッチ・ブラスト：遠隔魔法攻撃：攻撃+4,射程 120ft 単体 
  →命中時：7(1d10+2 力場)。 

所持品：ロッド、紫色の宝珠 

悪夢に導かれ、トログ部族の手勢を引き連れて地上に抜け出してき
た呪術師です。魔の力と生贄の苦しめる喜びに憑かれています 

 
ヘックス     1Lv呪文 
発動：ボーナス・アクション 

目標：90ft 以内の 1体の敵 
持続時間：集中、最長 1 時間 
目標は実者が決めた一つの能力値チェック(攻撃ロールを含まず)に

不利を得ます。術者が目標にダメージを与えた場合、追加で
+1d6[死霊]ダメージを与える。目標の hp が 0以下になったとき、
術者は後のボーナス・アクションで新しい目標を選べる 

 


