
プレイ時間

本シナリオではミド

ルフェイズによって

プレイ時間を調整

できるようになって

いる。3時間を目安

にプレイを行なえば

概ね間違いは無い

だろう。

■シナリオデータ
プレイヤー人数：3人～5人

キャラクターレベル:3～4

プレイ時間：2～4時間

■ストーリー
　チョコの街ヴェルギーヌでは、思い人にチョコ

を渡して告白するという聖ショコラの日が迫って

いる。街に数あるチョコ職人の工房も、丘の上

にある世界最大のチョコ工場もフル回転をして

いる。

　その工場のオーナー、天才錬金術師ドクター・

ブラウニーは奇天烈な格好と研究狂とでも言う

べき性格ではあったが、その研究の対象が人々

を幸せにするチョコレートであったために街の

人には慕われていた。

　冒険者はこの天才錬金術師ドクター・ブラウニー

の招きで屋敷を訪れて依頼を受ける。依頼の

内容は「新作の試作チョコを仲むつまじいカップ

ルに届けて欲しい」というもの。しかし、その依

頼を受けた直後に、同じくドクター・ブラウニー

から「幸せそうなカップルを誰かれなく破局させ

て欲しい」という依頼も受けてしまう。

　実は、ドクター・ブラウニーは妖魔ヴィネガット

の洗脳を受け始めている。ヴィネガットはドクター

の死別した恋人の姿を利用して、彼の家に住み

着いているのだ。

　正気のドクターは「街の人々に愛情を伝える」

ことで妖魔の誘惑をはねつけようとし、正気を失

いかけたドクターは「自分の悲しみを街の人々

にぶちまける」ことで早く妖魔になりたいと望ん

でいる。

　冒険者達は正気を失いかけたドクターが繰り

出すゴーレム軍団の妨害を潜り抜け、街の人々

にチョコを配らなければならない。配り終えて屋

敷に帰ると妖魔ヴィネガットとの決戦となる。妖

魔ヴィネガットを倒せば今回の冒険は完了する。

エネミーガイド

　このシナリオの登

場エネミーは『エネ

ミーガイド』の物を

想定して書かれて

いる。

　エネミーガイドを

未所持の場合は、

クレイゴーレム４体

をガーゴイル（『ＡＲ

Ａ』P292）５体、エッ

グゴーレム２体を

ウォーターエレメン

タル『ＡＲＡ』P289）３

体と読み替えてもプ

レイ可能だ。

　 　チョコの街ヴェルギーヌを舞台にしたシティーアドベンチャー。戦闘

の難易度は標準的だが、道中の展開はコミカルな部分が大きいため、

シリアスなアドベンチャーを好む環境には合わないことがある。キャン

ペーンの間奏曲としても使いやすいだろう。

　　プリプレイ
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ギルド

　冒険者達はギル

ドを組んでいること

にしても良い。モノ

セッションであれば

ギルドレベルは 1と

いう事にすれば良

いだろう。継続した

キャラクターの場合

はそのまま使用し

てかまわない。

■キャラクター作成
　GMは以下の方針に従いキャラクターを作成

させること。

●クイックスタート
PC①：未来の英雄

PC②：遺跡の探索者

PC③：神々の使徒

PC④：精霊の具現者

PC⑤：剣の伝承者

　ただしこのシナリオは3レベルキャラクター用

である。クイックスタート使用時にはレベルアッ

プ処理を行うこと。また所持金は2000Gとなる。

参加者が3人の場合には4レベルとし、所持金

は2600Gとすること。

●コンストラクション
　コンストラクションの推奨クラスは以下の通り

である。消費経験点は30点～60点程度が望

ましいだろう。所持金は2000Gとなっている。参

加者が3人の場合には4レベルとし、所持金は

2600Gとすること。

　PC①：ウォーリア

　PC②：シーフ

　PC③：アコライト

　PC④：メイジ

　PC⑤：特になし

●今回予告
　チョコの街ヴェルギーヌでは、いまは街中が甘

～い香りで満たされていた。年に一度の告白の

祭典、聖ショコラの日が迫っているのだ。

　チョコレート作りにかけては達人の、世界最大

のチョコ工場を持つ天才錬金術師ドクター・ブラ

ウニーも一年でもっとも多忙な時期をむかえて

いるはずだった。

　まさにそのドクター・ブラウニーから冒険者へ

の依頼が飛び込む！　「幸せなカップルにチョコ

を届けて欲しい」。それは戦いにささくれた冒険

者にはまぶしい平和な依頼。なのになんで「カッ

プルを全て不幸のどん底に！」なんて依頼とダ

ブルブッキングなの？　しかも依頼人は同 1人

物！？

アリアンロッドシナリオ「聖ショコラの冒険者」

冒険の舞台がキミを待つ！

●シナリオハンドアウト
　本シナリオでは『上級ルールブック』P79から

記載されているフェイズプロセッション方式を採

用しているが、PC用の個別ハンドアウトは採用

しない。本シナリオではPC達はすでにパーティー

を組んでいる冒険者であり、いくつかの冒険を

乗り越えてきたという設定で書かれている。
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PC達の人間関係

　本シナリオではP

Cの間に人間関係

があるほうが面白

い展開になる可能

性が高い。ただの

冒険仲間よりももう

一歩突っ込んだ関

係の情報は貴重だ。

　普段はどんな関

係なのか、どんな

気持ちを向けあっ

ているのか。そのあ

たりをコネクション

決定の雑談に組み

入れられると、セッ

ションがより面白く

なるだろう。

　

そのためハンドアウトはパーティー単位で一つ

のパーティーハンドアウトを用意した。プレイヤー

はこのパーティーハンドアウトを参考にキャラク

ターを作成すること。

●PC間コネクション
　パーティーハンドアウトを提示し、キャラクター

作成が終わったらプレイヤーにPCの自己紹介

をしてもらうこと。それを参考にPC間のコネク

ションを結ぶこと。

　コネクションを結ぶ順番はPC①→PC②→PC

③→PC④→PC⑤→PC①とする。

●「アンチチョコ」チェック
　今回のシナリオに特別な趣向がこれだ。PCに

は「アンチチョコポイント」が設定されていて、こ

れがセッションの進行に影響をする。PC自己紹

介とPC間コネクションの設定が終ったら、PC

達にはメモの準備をしてもらって、以下を質問

表読み上げること。

　この質問はPLではなく、PCに向けられたも

のであることに注意すること。Yesの数がそのま

まゲーム開始時の「アンチチョコポイント」となる。

メモを残しておくこと。

【アンチチョコ質問表】

「ねぇ食べて、あーん☆」などと人前でやってい

るカップルは問題があると思う。

冒険者は殺伐としているべきだ。チョコのお祭

は平和すぎて、浮いている気がする。

チョコレート祭りの季節はわけもなくしんみりし

た気分になる。

貰ったチョコレートの数を報告してくるやつは友

情が判っていないと思う。

街角で女の子（もちろん男の子でも良い）がニ

コニコ笑っているのを見ると、なんとなくため息

が出てしまう。

アンチチョコポイン

ト

　このポイントはPC

の「カップルなんて

嫌いだぁ！」という

気持ちを数値化し

たものである。ゲー

ムの進行上は、こ

の数値が低ければ

低いほど有利なの

だが、セッションとし

てはある程度高い

のも面白いだろう。

　これらの数値はあ

くまでPCに所属す

るもので、PLに所

属するものではな

い。この数値をきっ

かけに楽しいセッショ

ンをするのが狙い

であり、この数値を

用いてセッションを

盛り上げることがで

きるプレイヤーは上

手なプレイヤーだろ

う。

　もしトラブルになり

そうであれば、その

事をプレイヤーに

はよく説明すること。
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【パーティーハンドアウト】

コネクション：ドクター・ブラウニー　関係：依頼者

　キミたちはいくつもの冒険を共にした同じギ

ルドの仲間同士だ。ヴェルギーヌの街の有名

人、ドクター・ブラウニーの屋敷へと招かれて

依頼を受けることになった。神殿の小さなこの

地域ではこんな依頼の形もあるようだ。ドクター

の依頼は冒険というよりも、ちょっとしたお使

いのようなもの。「新作の美味しいチョコを幸

せなカップルに届けて反応を見てきて欲しい」

というものだった。

　冒険の旅の合間の休日としてキミたちは気

安く請け負った。



継続キャラクターで

プレイする場合

　このシナリオはモ

ノセッション用に設

計されているが、も

ちろん継続的なキャ

ラクターでプレイす

ることも可能だ。気

心の知れたプレイ

ヤー同士で、いつも

のギルドの外伝的

な話としてプレイを

するのも面白いだ

ろう。その場合は仲

間同士の絆が問わ

れたり、お馴染み

の仲間の意外な一

面が見れたりする

かもしれない。

　楽しく冒険を行なっ

て欲しい。

もらったチョコの数なんて両手で数えられる。

それどころか、片手でも数えられる。

数える必要なんて最初から無い。

甘酸っぱい告白シーンとかを見ると泣きながら

逃げたい。いやむしろ殴りこみたい。

エリンディルにはカップル禁止の街が存在する

べきだと思う。

■シーン１：チョコの錬金術師

◆描写
　キミたちがメイドに案内されて部屋に入ると、

そこには、チョコレート色のコートをつけた中年

の紳士が待ち構えている。彼こそはチョコの街

ヴェルギーヌでも最もチョコを愛するといわれて

いる男。

　錬金術師ドクター・ブラウニーだ。

「やぁやぁ。よくいらっしゃいました。わたしはブ

ラウニーといいます。皆さんに依頼があってお

呼びさせていただいたのですよ」

◆解説
　PC達に依頼を行なうシーンだ。

　ドクターブラウニーはこの時は正気である。洗

脳されているときの記憶もうっすらと残っている

ので、色々不安を抱えているのだが、それを押

し隠してPC達に依頼を行なおうとしているのだ。

依頼の内容は「新作のチョコレートを街の人々

に届けて、感想を聞いてきて欲しい」というもの。

　チョコは念のために20個ほど用意されている

が、10個分程度感想を聞けば十分である。でき

れば、カップルに食べてもらって感想を聞きたい

ということ。このヴェルギーヌの街では皆がチョ

コレート好きなので、街角でも酒場でも色んな場

所で配ってみて欲しい、と錬金術師ドクター・ブ

ラウニーは告げる。

　彼は洗脳されている間の記憶がうっすらと残っ

ており、自分が悪いことをしてしまわないかと怯

えている。だからこそ、少しでも街の人を幸せに

したくて、この依頼に踏み切ったのだ。

　PC達が食べてみるならば、チョコレートは彼

の自信作だけあって、とても美味しい。いままで

食べた中でもっとも美味しいチョコレートを想像

して GMは説明をすること。

　この依頼の報酬は、1人 100Gを申し出る。

　PC達がこの依頼を受ければこのシーンは終

了する。

報酬の話

　100Gは破格の報

酬だが、理由につ

いては曖昧にごま

かすこと。彼は自分

の記憶が入り混じり

つつあり、ゴーレム

で冒険者を襲わせ

る「もう 1人の自分」

の影に怯えている。

PC達に何らかの危

険が及ぶかもしれ

ないと考えているの

だ。それゆえの報

酬である。
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メイド

　シーン２でワルイ

ニーの背後に控え

ているメイドこそが、

今回の事件の黒幕

である妖魔ヴィネガッ

トである。このシー

ンでは口出しするこ

ともなく献身的なメ

イドを演じている。

◆セリフ
▼ドクター・ブラウニー

「ささ、皆さんもお一つどうぞ。自信作ですぞ」

「毎年新しい猪口を考えるのですが、今年のは

いかがでしょう？　イチゴのムースを封じ込めて

みたのですよ！」

「そのぅ……。もしかしたら、街で何かの事故が

あるとも限りませんから。いえ、別にたいしたこ

とではないのです」

「最近は物騒ですからね。でも皆さんなら安心

です。是非お願いします」

◆結末
　キミ達は依頼を果たすべく街に向かおうと、ド

クターブラウニーの屋敷を出た。

■シーン２：もう 1人の依頼者

◆描写
　キミ達が屋敷を出て、街へと向かう下り坂を歩

いていると、後方から追いかけてくる人影があ

る。ドクター・ブラウニーだ。肩で息をしながら追

いついてきた彼の後ろにはすまし顔のメイドが

控えていて、どこから取り出したのかドクター・

ブラウニーに冷たい水を差し出す。

「いやいや、忘れていた。依頼にはもう一つ大

事なポイントがあったのだ！」

◆解説
　洗脳されたドクター・ブラウニー（以下ワルイ

ニー）がPC達を混乱させようと酷い依頼をする

シーン。

　彼はPCたちに依頼の修正を行なう。依頼を

取り消せば怪しまれてしまう可能性が高いと考

えて、PC達があきれ果てるような事を言おうと

するのだ。

　ワルイニーはPCの中に「アンチチョコポイント」

が 5以上のものがいれば「なぁ、キミだってそう

思うだろう？」と積極的に仲が良いそぶりを見せ

る。

　依頼の内容は「事のついでに、カップルの中

をぶち壊してきて欲しい」というもの。

　彼はPC達が説得しようとしても聞き入れるこ

となく、いいたい事をいってしまえば走って去っ

ていってしまう。

◆セリフ
▼ドクター・ワルイニー

「頭ののぼせ上がったカップルにはわからない

高級なチョコレートなんだ。そういう馬鹿者ども

にはぜひ鉄槌を食らわせてやってくれたまえ」

「チョコの芸術をいちゃいちゃの肴にされてはた

まらんとわたしは思うのだ！」

「バカップルどもは洗濯ゴーレムで脱水の刑罰

だ！」

報酬

　もし PC達が望む

なら「破局されたカッ

プルにつき50Gの

ボーナスだ！」など

と景気の良い話を

ワルイニーは行なう。

もっともこれは悪事

なので、「どうもうさ

んくさいなぁ」と PL

たちが察知できるよ

うな演出を行なうべ

きだろう。
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行く先

　プレイヤーたちが

行き先を決められ

ないようだったら、

人の多い場所を探

してみる、といって

1D6をふってしまっ

てもいいだろう。1D

6で出た数字と同じ

番号のシーンを使

えば良い。

◆結末
　よく判らないが、とにかくチョコレートを食べさ

せてくれば良いのだろう。キミ達はヴェルギーヌ

の街へと向かった。

　ミドルフェイズはいくつかのシーンで構成され

ているが、実際には順不同である。GMは各エ

リアの説明に目を通しておき、PC達の意見にし

たがって行く場所を決定すること。当然同じ場

所に何回行っても同じ事しか起こらない。その

エリアの人々は試食を済ませたのだから、他の

エリアに行くようにPC達に伝えること。

　プレイヤーが満足したならば、または行く場所

がなくなったり、時間的な制約が来たならば、G

Mはとクライマックスへと誘導すること。

【ミドルフェイズの行き先表】

シーン１：ディンドン大橋

シーン２：クベルタ大通り

シーン３：憩いの噴水

シーン４：カフェ・ラキアータ

シーン５：水色ユニコーン亭

シーン６：ちょっとだけ伝説になってる樹

■シーン１：ディンドン大橋

◆描写
　このディンドン大橋は街の東部デイル河にか

かっている大きな橋だ。石造りの頑丈な橋の上

を、街の人々や旅商人がひっきりなしに通って

ゆく。

　ここでなら試食してくれる人も簡単に見つかり

そうだ。

◆描写２（クレイゴーレム登場）
　突然のようにべとべとした茶色いものが橋の

上に上がってくる。泥だろうか？　いや、この甘

い匂いはチョコレートだ！　そのベタベタした塊

は生き物のようにうごいて、人間の形をとってゆ

く。

◆解説
　チョコの試食相手を探すPC達にゴーレムが

襲い掛かるシーン。

　まずはPC達はこの橋にいる人々に話しかけ

るだろう。GMは街の人々を演じること。チョコを

食べてもらうには交渉しなければならない。

　交渉をしたいPCは[難易度：10]を対象に【精

神】判定を行なうこと。成功すれば 1人の街の

人にチョコを食べてもらえ、感想をもらえる。感

想は概ね大好評である。

クレイゴーレム

　ここで現れるのは

ドクター・ワルイニー

特製のチョコで作っ

たクレイゴーレムで

ある。ドロップチャー

トの 7～11を「苦い

チョコ（50G)」に変更

すると良いだろう。
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クレイゴーレム

　クレイゴーレムは

自己修復の能力が

あり、なかなかしぶ

といエネミーだ。

　積極的に攻撃し

てＰＣたちにチョコ

を塗りこんでやろう。

　

しかし、1人にでも感想をもらうと、その時点でド

クター・ワルイニーの放ったゴーレムに襲われ

ることになる。初期配置は以下のとおりで戦闘

を行なうこと。

クレイゴーレム（『EG』p99）×4

　戦闘が終ると、当然だが市民達は避難で逃げ

出してしまっている。この場所ではこれ以上の

試食はお願いできないだろう。

◆結末
　さっぱりわからないが暴走ゴーレムに襲われ

てしまったキミ達は依頼を続行するために街の

別の場所に向かうことにした。

■シーン２：クベルタ大通り

◆描写
　クベルタ大通りは街の中でももっとも賑やかな

通りの 1つだ。通りの両側には飲食店、宿屋、

雑貨屋、武器屋、仕立て屋、花屋に結婚式場な

ど、さまざまな店が並んでいる。

　もちろん屋台や露天などもならび、なんだかう

きうきした気分にさせる香りに満ちている。

◆描写（クッキー売りの屋台）
　「ポメロクッキー」とのぼりのあるその屋台はど

うやらクッキーを売っているようだった。見た目

が地味なのか、売っている少女が地味なのか、

余り流行っているようには見えない。

「あのー。まことに申し訳ありませんが、クッキー

なんて……なんて買って貰ったりしてもいいでしょ

うか？」

◆セリフ
▼クッキー売りの少女レオリィ

「クッキーを買いませんか。栄養価の高いクッキー

ですよ」

「いまならクッキー二袋の値段でなんともう一袋

ですよ。だから買って下さいよぅ」

「す、すいません。恐縮です」

◆解説
　PC達が試食者をつかまえたり、クッキー売り

の手伝いをするシーンだ。

　まず、このシーンで街の人々にチョコを食べて

もらうには交渉しなければならない。

ポメロクッキー

　ポメロクッキーは

レオリィが毎日家で

焼いている特製クッ

キーである。

　不器用なせいで、

ポメロというよりは

なんだか変な固ま

りか、饅頭のように

見えてしまうのが難

点。

　味はそんなに悪く

はない。１袋１Ｇで

ある。
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売り子の手伝い

　【精神】判定は、

売り子として呼び込

みをすると想定した

能力判定である。プ

レイヤーが例えば

「俺は曲芸で人集

めをする」などのア

イデアを出してくれ

るのならば他の能

力値での判定を積

極的に認めるべき

だろう（この場合は

【器用】が適当だ）。

　またバードの音楽

など、プレイヤーか

ら出たアイデアが

良ければ判定に+[1

D]のボーナスを与

えること。

　交渉をしたいPCは[難易度：10]を対象に【幸

運】判定を行なうこと。成功すれば 1人の街の

人にチョコを食べてもらえ、感想をもらえる。感

想は概ね大好評である。このシーンでは最大3

人までの人に試食をしてもらえる。

　また、クッキー売りの少女レオリィに興味を持

つなら彼女には無条件でチョコレートの試食を

頼むことができる。また、レオリィを助けてクッキー

の販売を手伝うことも可能だ。

　その場合は、30分手伝ったPCは【精神】判

定を行なうこと。[難易度：10]を対象に成功すれ

ば 1人の街の人にクッキーを売ったことになる。

また同時にチョコを食べてもらえ、感想をもらえ

る。皆で手伝う場合、手伝ったそれぞれがこの

判定を行なうことができる。

　2時間も手伝うとクッキーは全て売り終わるこ

とができる。レオリィは手伝いに感謝して、1人

に付き 5Gの謝礼とクッキーを 1袋づつくれる。

　プレイヤーがこの場所で行なうべき事は行なっ

たと判断したらこのシーンは終了する。

◆セリフ
▼クッキー売りの少女レオリィ

「こんなに売れたのは初めてです！　本当にあ

りがとうございました！」

「これは少ないんですけれど……。あと、私のポ

メロクッキーです。どうぞ！」

◆結末
キミ達は依頼を続行するために街の別の場所

に向かうことにした。

■シーン３：憩いの噴水

◆描写
　ここは街の中心部、憩いの噴水だ。大きな広

場にあるこの噴水は、彫刻のイルカから一年中

美しい水が噴出している。街の人々の癒しの場

所なのだ。

　街の人々は楽しそうに歩き回ったり、中には

噴水に小銭を投げ込んでいく人もいる。

◆解説
　PC達が試食者をつかまえたり、泉から思わ

ぬお宝を手に入れるシーンだ。

　このシーンで街の人々にチョコを食べてもらう

には交渉しなければならない。

　交渉をしたいPCは[難易度：10]を対象に【精

神】判定を行なうこと。成功すれば 1人の街の

人にチョコを食べてもらえ、感想をもらえる。感

想は概ね大好評である。このシーンでは最大[1

d6]人までの人に試食をしてもらえる。

　泉に小銭を投げ入れると思わぬ幸運が訪れ

憩いの噴水

　もちろんこの噴水

には二人の幸せを

祈るために小銭を

投げ込むカップル

などもいたりするの

だろう。
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る可能性がある。小銭を投げ入れたPCは【幸

運】判定を行なうこと。GMはその結果に、こっ

そりと投げ入れた金額に応じて修正を加えるこ

と。修正は 10Gにつき+1である。この判定はP

Cにつき 1回づつしか行う事はできない。

　判定の結果により以下のイベントが発生する。

◆セリフ
▼街の人々

「ここの小銭を投げ入れると、ラッキーなことが

起きるといわれているんだよね」

「美味しいわね！　このチョコレート、食べたこと

がないわ！」

「甘くてふわふわぁ。美味しいねー、これ」

◆結末
　キミ達は依頼を続行するために街の別の場所

に向かうことにした。

■シーン４：カフェ・ラキアータ

◆描写
　ここは商業区のおしゃれなカフェ、ラキアータ

だ。通りの石畳の上にテーブルとパラソルが並

び、この寒い中でも人々はコートを着て暖かい

紅茶やコーヒーを楽しんでいる。

　もうすぐ聖ショコラの日が迫っているからだろ

う。いくつかのテーブルでは幸せそうなカップル

が、くすくすと笑いながら仲良さそうに話してい

る。

カップル達の会話

　このシーンに置い

てカップルは、相当

に甘いダメダメカッ

プルを演じるといい

だろう。PC達が戦っ

ている背後でも「大

丈夫かい、メイジ子

さん」「ううん、あた

し、怖かった☆」な

どという小芝居を演

じる。プレイヤー達

に突っ込みを受け

るぐらいが楽しいに

違いない。

　「アンチチョコポイ

ント」をもりもり溜め

込んであげよう！

9

【憩いの泉の幸運表】

ファンブル：PCはネコのうんちを踏む。しょんぼり気分でMP-5。

～8：陽気なネヴァーフの一団が通りかかり、気にするな、食ってく

れよ！　と「にく（『ARA』P139）」を 4つくれる。バーベキュー味で美

味い。

9～12：ふわり。風になんだかとても懐かしい花の香りをかいだよう

な気がする。【MP】が[2D6]回復する。

13～16：転びかけたおばあさんを助けてあげた。お婆さんは感謝し

て「MPポーション（『ARA』P138）」2本をくれる。

17～20：好みの異性が通りかかり、にこりと微笑みかけてくれる。

なんだかとても気分が良い。次の戦闘では全てのスキルのMPコ

ストが-1される。ただし、最低コストは 1だ。[アンチチョコポイント]

が-2 される。

21～：なにげなく荷物を見てみるとはるか昔に買った宝くじが入っ

ていた。な、な、なんと当たっている！　引き換えればすぐに200G

もらえる。[アンチチョコポイント]が-2 される。



ゴーレムたちの嫌

がらせ

　直接的な危害は

加えないゴーレム

たちだが、嫌がらせ

は結構えげつない。

カップルの隣に行っ

て下水道のような

ごぼごぼという音を

立てるとか、「あー

ん」をしているパフェ

を横から食べてしま

うとか。

　ゴーレムたちは人

間の言葉は喋れな

いので、無言のま

まで「チョコを欲しがっ

て土下座をするコン

ト」を仲間達と繰り

広げるなどの芸を

見せる。

◆セリフ
「はい、あーん☆」

「美味しいよ。君が食べさせてくれるパフェはす

ごく美味しいよ！」

◆描写２（ゴーレム登場）
　話しかけようと歩を進めた瞬間。巨大な音を

立ててテーブルの 1つが吹き飛ばされる！　も

うもうと立ち込める土煙がはれたとき、そこには

地面をクレーター状にへこませて墜落してきた

ゴーレム部隊が展開していた。

◆セリフ２
「こわいぃー。きゃーん、こわいぃ！」

「大丈夫だよ、メイジ子さん。僕が守るからねっ」

◆解説
　ドクター・ワルイニーの放った「カップル嫌がら

せゴーレム」を退治するシーンだ。

　PC達が試食を頼もうなどのアクションを起こ

そうとすると、空中からゴーレムたちが飛来して

きて登場する。ここで登場するゴーレムはドク

ター・ワルイニーが作った嫌がらせ目的のゴー

レムなので、趣味が悪いデザインになっている。

　例えばエッグゴーレムには眉毛の太い嫌味そ

うな男の顔が描かれているなどだ。

　このゴーレムたちは街の人に嫌がらせはする

が、傷つける行動はとらない。ドクター・ブラウニー

の洗脳はまだ不完全で、街の人を傷つけるよう

な行為は命令で禁止されている。

　しかし冒険者が相手なら話は別だ。ゴーレム

たちはその戦闘能力をPC達に向けるだろう。

ゴーレムを倒せばこのシーンは終了する。

スティールゴーレム（『EG』P100）×2

エッグゴーレム（『EG』p99）×2

◆結末
　酷い目にあった。店の人に礼を言われたキミ

達は依頼を続行するために街の別の場所に向

かうことにした。

ゴーレムを放置した

場合

　ＰＣ達が放置をす

るならば、ゴーレム

たちはカップルに対

して散々嫌がらせ

をした後に勝手に

帰ってしまう。
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シーンの合間に

　シーン4,5,6の終

了時には、「アンチ

チョコポイント」を変

動させるように具体

的な指示があるが、

それ以外のシーン

でもこの種の処理

を行なってもかまわ

ない。

　その場合「アンチ

チョコポイント」は、

概ね2～8の間を上

下するようにすると

良いだろう。また、

アンチチョコポイン

トを上昇させた（つ

まり、カップルを羨

んだり自棄になった

り嫌がらせをしたり

した）キャラクター

が、それでプレイを

盛り上げたと判断

すれば、フェイトを 1

点回復させてあげ

ること。

◆シーンの合間に（シーン４終了時）
　先ほどのシーンで「アンチチョコポイント」が変

更された可能性がある。GMはカップルを守る

ために一生懸命戦ったPCに対して「アンチチョ

コポイント」を 1点下げるように指示すること。

　また、「カップルなんてろくなものじゃない！」と

嘆いたり「俺は羨ましいわけじゃない、ただ納得

がいかないだけだ」などと盛り上げてくれたPC

に対してフェイト 1点を回復させてあげること。

ただしその場合「アンチチョコポイント」は+1点さ

れる。

■シーン５：水色ユニコーン亭

◆描写
　水色ユニコーン亭はなかなか盛況な酒場だ。

街の人々も冒険者もよく利用しているようで、繁

盛している。ずらりと壁際に張られたメニューを

みると、なるほどチョコレート味のカクテルやデ

ザートもあり、流石この街ではという感じもする。

　ここでなら試食者も見つかるだろう。

◆解説
　水色ユニコーン亭で試食者を探したり、休憩

をするシーンだ。

　GMはPC達のMPが少なくなってきたと判断

したり、休憩をさせたかったらこのシーンを利用

すると良いだろう。このシーンには危険は存在

しない。

　このシーンで街の人々にチョコを食べてもらう

には交渉しなければならない。

　交渉をしたいPCは[難易度：10]を対象に【精

神】判定を行なうこと。成功すれば 1人の街の

人にチョコを食べてもらえ、感想をもらえる。感

想は概ね大好評である。このシーンでは最大3

人までの人に試食をしてもらえる。

　また、水色ユニコーン亭の特製メニュー（価格

１G)を頼んだPCは、即座に[2D6]点の【MP】を

回復できる。

◆セリフ
▼水色ユニコーン亭の主人

「さぁ、疲れが取れる特製ホットチョコレートだ。

暖かいぞぅ」

◆結末
　休憩をして元気を取り戻したキミ達は依頼を

続行するために街の別の場所に向かうことにし

た。

水色ユニコーン亭

　もし継続的なキャ

ラクターを使ってい

るなら、この「水色

ユニコーン亭」は懐

かしいＮＰＣなどを

登場させるにはうっ

てつけの場所だ。

以前のセッションで

知り合った人々や、

依頼主などを登場

させるとプレイヤー

に喜ばれるだろう。

　キャンペーンプレ

イのちょっとしたプ

レイヤーサービスだ

といえる。
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PCへの語りかけ

　少年ユアンはアン

チチョコポイント」が

もっとも少ないPC

を尊敬して「恋愛の

師匠」「ラブハン

ター」と呼ぶ。

少年ユアンの告白

　この告白は[行為

判定]ではないので、

たとえば《ブレッシ

ング》による援護な

どを受ける事はで

きない。

■シーン６：ちょっとだけ伝説になっ

てる樹

◆描写
　丘の上には、大きな広葉樹の樹がぽつんとたっ

ている。街を見下ろす絶好のスポットであるここ

は、ヴェルギーヌの街でも特別なスポットなのだ。

　この樹こそ、その下で告白をうけたカップルは

将来にわたってずっと幸せになれると言われる

「ちょっとだけ伝説になってる樹」である。

　その樹の下には、髪の長い 1人の少女が呼

び出され、まだこない少年を待っているようだっ

た。

◆解説
　少年ユアンを助けて告白を成功させるというイ

ベントシーンだ。

　PCたちが丘の上の樹に近づこうとすると、後

ろから情けなさそうな少年が引き止めて、必死

に茂みの中へ PC達を誘い込もうとする。

　彼は少年ユアン。想いを寄せる相手である少

女アルジェを呼び出したは良いものの、告白寸

前になって完全に怯えて半ばパニックになって

しまっているのだ。

　しかし、この告白を失敗するわけには行かな

い。少年はPC達に土下座をする勢いで頼み込

み、アドバイスを求めてくる。

　実際の告白の成否はGMがふるダイスの目

による。

　[2D6]で合計15が出れば、告白は成功だ。つ

まり、そのままでは成功しない。

　そこでPC達は、少年の依頼に答えてアドバイ

スをすることができる。アドバイスするPCは【幸

運】判定をすること。ただし難易度は[7+自分の

アンチチョコポイント]となる。この判定に成功す

るごとに少年は有用な助言を受け、または勇気

付けられて 1人からのアドバイスごとに告白判

定に+[1D]を得る。

　告白が成功すれば、少女と手をつないでをP

C達のところまでやってきて恥ずかしそうに紹介

をしてくれる。もちろん二人にチョコレートを食べ

てもらって感想を聞くこともできるだろう。

　告白が失敗しても、それが 1回目の告白か2

回目の告白であれば、少年は少女にぺこぺこ

謝って、もうちょっとだけ待っててと言いおいてP

C達のところに走って戻ると、追加のアドバイス

を求める。

　3回目の告白に失敗した場合、少女は立ち去っ

てしまい、少年は樹の下で泣き崩れることにな

る。

PCへの誘導

　このシーンは依頼

の成否には関係が

薄いために、モチベー

ションが薄くなるPL

もいるかもしれない。

その場合はこの告

白が成功すると追

加の成長点が得ら

れると明かしても良

いだろう。
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追加のセリフ

少年ユアン編
「へい、アルジェ。

僕とステディなラブ

でハニーしない？」

「だ、だめでしたぁ！

　師匠にもらったア

ドバイスが通用しま

せん。彼女の防御

力はネームドクラス

ですよぅ」

「な、なにか、ない

んですか？　こう、

必殺恋愛地獄とか、

相手が瀕死になる

ような告白は！」

追加のセリフ

少女アルジェ編
「……む、なかなか

根性を出してきまし

たね。でもだめです。

ごめんなさい」

「そんなに粘るとは

思いませんでした。

……わかりました。

ちょっとだけですけ

れど、格好よかった

ですよ？　お付き合

いしましょう」

◆セリフ
▼少年ユアン

「ど、ど、どうすればいいんでしょうかっ」

「師匠、師匠～！　助けてください。このユアン

一生のお願いでございますだ、師匠！」

「恐れるな、僕には沢山の応援者が付いてるん

だっ」

▼少女アルジェ

「話は判りました……。つまり、お付き合いした

い。こういうことですね？」

「ユアン君は良い人だと思うのですが、押しが

弱いというかなんというか。正直ごめんなさいで

す」

◆結末
　全く飛んだことで時間を食ってしまった。ちょっ

とは面白かったわけだけど。キミ達は先ほどの

件を話し合いながらも依頼を続行するために街

の別の場所に向かうことにした。

◆シーンの合間に（シーン６終了時）
　先ほどのシーンで「アンチチョコポイント」が変

更された可能性がある。GMは少年ユアンに対

して一番親身に相談に乗ってやったPCに対し

て「アンチチョコポイント」を 1点下げるように指

示すること。

　また、一番「カップルなんてろくなものじゃな

い！」と力説したり「恋愛なんて縁がないんだぁ」

と語って場を沸かせてくれたPC1人に対してフェ

イト 1点を回復させてあげること。ただし「アンチ

チョコポイント」は+1点される。

■シーン１：依頼の報告

◆描写
　ドクター・ブラウニーの屋敷に帰ってきたキミ

達は、今日の依頼の報告を行なった。確かに多

少のトラブルはあったものの概ね問題ない結果

が出たはずだ。

　ドクターもそんな報告を聞いて嬉しそうにして

いる。

◆解説
　依頼の報告を行い、その途中で黒幕である妖

魔ヴィネガットが正体を表すシーンだ。

　PC達には冒険の報告を行なってもらうこと。

報告が一段楽したら、ドクター・ブラウニーの後

ろにずっと控えていたメイドが街のカップルの雰

囲気を聞く。楽しい雰囲気に否定的な答えを返

したPCがいれば、「アンチチョコポイント」を即

座に 1点上昇させること。

屋敷に帰ると

　街での試食お願

いにほぼ丸一日を

使って、屋敷に帰り

着く頃には日が暮

れているという設定

が無理が無いだろ

う。明かりの少ない

屋敷の中で、メイド

がドクターの部屋ま

で案内してくれて不

気味な感じがする、

なんていう演出がこ

の後の展開への予

感をプレイヤーに

与えるだろう。
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決戦の前に

　妖魔ヴィネガット

はこの時点ではＰＣ

たちを倒してしまっ

たほうが目的（ドク

ター・ワルイニーの

恋人件メイドとして

世界征服にまい進

すること）には好都

合だと考えている。

　悪役らしく、自分

の野望を語ってしま

うのも手だ。

　Ｐ C達のカップルに対する話を聞いているドク

ター・ブラウニーはだんだんと苦しそうな様子を

見せ始め、喉をかきむしりついには床に倒れて

しまう。メイドに助け起こされた彼はドクター・ワ

ルイニーを名乗りカップルなんて大嫌いだと宣

言をする。

　同時に妖魔ヴィネガットも正体をあらわして、P

C達に対して戦闘を仕掛けてくる。

　このシーンは戦闘を開始した時点で終了し、

次のシーンへと移る。

◆セリフ
▼メイド/妖魔ヴィネガット

「街の人々、恋人達はどんな雰囲気でした？」

「ふふふ。坊や達にはわからない大人の苦悩な

のよ」

「その正体は美しい妖魔ヴィネガット！　世界を

嫉妬の女神モリーアンに捧げるわ！」

▼ドクター・ブラウニー/ワルイニー

「ははは、それはよかった。今年のチョコは自信

作でしたから！」

「うぐぐぐ、うがが！　苦しいィ！」

「はははは。わたしはそんな人間ではない。わ

たしはドクター・ワルイニー！　この世界の全て

のカップルにねたむ男っ！　カップルなんて大っ

嫌いだぁ！！」

◆結末
「出よ！　わが精鋭ゴーレム軍団よ！！」

　ドクター・ワルイニーが片腕を鋭く振り下ろすと、

隠し扉から整列したゴーレムが現れる！

■シーン１：決戦！　ゴーレム軍団！

◆描写
　ドクター・ワルイニーは素早く防御魔方陣には

いると、無骨なリモコンでゴーレムのコントロー

ルを開始する。妖魔ヴィネガットはメイドの服を

脱ぎ去り、今では黒を基調としたゴシックなドレ

ス姿で戦闘を仕掛けてくる体勢だ。

　どうやらここで決着をつけるしかなさそうだ！

◆解説
　クライマックスの戦闘シーン。

　ドクター・ワルイニーはエキストラであり、特殊

な防御魔方陣に入っているために直接戦闘に

は参加しないし、攻撃を加えることもできない。

　アイアンゴーレムはドクター・ワルイニーによっ

てコントロールされている。このコントロール装

置は複雑で、ワルイニーにとってもコントロール

はなかなか難しい作業である。

　ワルイニーは4体のゴーレムを操っているが、

操作が複雑なために 1ラウンド 1体のアイアン

ゴーレムだけが《アイアンビーム》を撃つことが
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PCが全滅した場合

　PC達が全滅した

場合、妖魔ヴィネガッ

トの夢の結婚生活

が始まってしまう。

妖魔ヴィネガットは

嫉妬深いが良妻な

ので人間に正体が

ばれる事はしない

だろうが、ドクター・

ブラウニーは徐々

にドクター・ワルイ

ニーへと変わって

ゆき、彼のチョコレー

トは以前の美味しさ

を失っていくだろう。

　もしかしたら彼は

ゴーレム軍団を使っ

て街の支配をたくら

むかもしれない。ワ

ルイニー印のチョコ

レートで大陸のお

菓子屋を経済支配

するのだ。

できる。それ以外の攻撃は全てのアイアンゴー

レムが毎ラウンド実行できる。

　また、ドクター・ワルイニーは完全に悪の心に

染まったわけではない。

　PCはセットアップフェイズにドクター・ワルイニー

に呼びかけることができる。呼びかけは【精神】

判定で、その難易度は[7+呼びかけるPCのア

ンチチョコポイント]だ。

　この呼びかけが成功すると、ドクター・ワルイ

ニーはそのラウンドの間操作が乱れてしまう。

具体的には 1体のアイアンゴーレムが即座に

[行動済]になってしまう。PC2人の呼びかけが

同時に成功すれば、2体が[行動済]になるとい

う具合に累積する。

　この呼びかけはセットアップの行動なので《ヘ

イスト》などセットアップを使用するスキルと同時

には行なえない。また、１人のPCがこの戦闘

中に呼びかけられる回数は最大で2回までで

ある。

　アイアンゴーレムは可能ならばアイアンビーム

を用い、それ以外は範囲攻撃を行なう。ただし、

妖魔ヴィネガットをかばうために、常に 1体は

[待機]を行なう。

　妖魔ヴィネガットは《ハートブレイクソング》と

《バラード》を交互に歌ってPC達に攻撃する。

　このシーンは妖魔ヴィネガットを倒せば終了す

る。妖魔ヴィネガットを倒した時点でドクター・ワ

ルイニーは失神し、ゴーレムは動きを止めるの

だ。

アイアンゴーレム（『EG』P100）×4

妖魔ヴィネガット（ヴァンパイアアクトレス）×1

◆セリフ
▼ドクター・ワルイニー

「いけぇ！　わがゴーレム軍団！　愛を破壊する

のだ！」

「ううう、なぜだ。なぜ私を残していってしまった

のだ……」

「っ！？　頭が、割れるっ」

ヴィネガット生存

　妖魔は倒すべき

存在だが、今回の

シナリオはお祭り的

な雰囲気の強いコ

ミカルなものである。

プレイヤー達がそ

れを望むのならば

妖魔ウィネガットを

生き残らせてもいい

だろう。理由？　聖

ショコラの日には奇

跡だって起こるとP

C達には言っておこ

う。

　PC達の「アンチチョ

コポイント」が合計

で[PC人数×5]より

少ない場合、心も

篭った？戦闘でヴィ

ネガットは妖魔化が

うすれつつある、と

してもいいだろう。
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追加のセリフ

妖魔ヴィネガット編

「嫉妬こそは人間の

本性！　あのバカッ

プル達を見てイライ

ラしないなんて言わ

せないわ。　くや

しぃ！！」

「なによなによ。チョ

コレートチョコレートっ

て。そんなにチョコ

が好きならたらふく

食えばいいんだ

わ！」

「負け……る？　わ

たしが……。行き遅

れだって……いい

じゃな。お、おばさ

んだなんて……言

わないでぇぇ！！」

▼メイド/妖魔ヴィネガット

「だめだめ！　ワルイニー様は私にメロメロなん

ですからね！」

「長い間さがした嫁ぎ先なのよ。冒険者ごときに

邪魔はさせないわぁ！」

◆結末
　妖魔ヴィネガットが倒れるとゴーレムも動きを

止める。部屋の中には静寂が戻ってきた。やれ

やれ、なんとかなったようだ。

■シーン１：ドクターの告白

◆描写
　しばらく介抱するとドクター・ブラウニーは気が

付く。瞬きいくつかの間ぼんやりしていたドクター

ははっと体を起こすと、ここで何が起きたかを瞬

時に察したようだ。

◆解説
　ドクター・ブラウニーが気がつき、真相を語る

シーン。

　彼のもとに数年前やってきたメイド、それがヴィ

ネガットだった。なくなった恋人に似ていたこと

からだんだんと気になり、最近では愛情が芽生

えていたこと。しかし同時に最近は記憶が薄れ、

何か恐ろしい事を自分がしているような感覚が

していたことなどを告白する。

　部屋の状況を見て、ドクターはヴィネガットが

妖魔だった真相を悟る。彼の心は悲しみであふ

れそうだが、それでも節度をわきまえた大人らし

い態度でPC達に感謝の言葉を述べて謝礼を

払ってくれる。

◆セリフ
▼ドクター・ブラウニー

「すまない。わたしはどうやら操られていたよう

だ」

「だが、メイドのヴィネガットは優しかったんだよ。

やはりわたしはバカなんだなぁ。いまでも悪い妖

魔だとは思えないんだよ」

「君達には感謝している。私を救ってくれて本当

にありがとう！」

◆結末
「こうしてチョコの街ヴェルギーヌを舞台にした

冒険は幕を閉じた。街には甘いチョコの匂い。

恋人同士のお祭も悪いものじゃない。もちろん、

冒険者を巻き込まないでくれたらだけどね」

冒険を終えて

　ここではドクター・

ブラウニーの屋敷

で冒険を終えてい

るが、街はまだ聖ショ

コラの日を迎えてお

祭気分だ。

　せっかくの楽しい

チョコレートのお祭

りなので、街へ繰り

出してギルドの仲

間と乾杯なんていう

エンディングシーン

も楽しいだろう。
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妖魔ウィネガット

　妖魔ウィネガット

は妖魔化したエル

ダナーン、ヴァンパ

イアである。

　このシナリオ以外

でもこのデータを使

うことは出来るだろ

う。レベル 6の妖魔

として、単体でも集

団でも使うことが出

来る。

　物理防御力を下

げるので、力の強

いエネミーと一緒に

出すと効果的だ。

　

　『ARA』P164のルールに従ってゲームを終了

させること。“ミッションに成功した”は以下の項

目を基に算出すること。

・妖魔ヴィネガットを倒してドクター・ブラウニー

を救い出した　3点

・妖魔ヴィネガットを生存させた　1点

・少年ユアンの告白を成功させた　2点

・少女レオリィのクッキーを完売した　2点

妖魔ヴィネガット　（L6／妖魔／-）

分類:妖魔 属性:-

レベル:6　　　　　　 識別値:13

能力値: 筋力:9/3

器用:22/7 敏捷:12/4

知力:30/10 感知:12/4

精神:30/10 幸運:10/3

攻撃:冷たい手

7(2D)/8(2D)/魔法〈闇〉/至近

防御:6/10 HP:50 MP:70

行動:8 移動:13

特殊能力:

《属性攻撃：闇》（『EG』P34）

《バラード》5（『ARA』P122）

《シルヴァリィソング》（『ARA』P121）

《ガルドル》（『ARA』P121）

《ハートブレイクソング》メジャーアクションで使

用。20ｍ以内の範囲（選択）を対象に[呪歌判

定]を行なう。命中した対象に[4D6]の物理ダメー

ジを与える。またこの攻撃で 1点でもダメージ

を受けた対象は[防御力]が-5 される。この効

果はシーン終了まで持続する。心も張り裂ける

失恋の歌。

説明：

様々な借りの姿を持って暗躍するヴァンパイア

の女優。それがヴァンパイアアクトレス・妖魔

ヴィネガットだ。今回はドクター・ブラウニーの

死んでしまった恋人の姿を借りて、彼を妖魔化

するための陰謀を練っていた。美しい歌声は

相手の心に忍び込み、思い出を操っては洗脳

する力を秘めている。

ドロップ品：

2～7：陰謀計画手帳（100Ｇ）

8～13：変装コスプレ（150Ｇ）

14～17：サファイア（100Ｇ）×4

18～：ダークスタッフ（『IG』P128）

DMへ

　アリアンロッド TR

PGのシナリオをお

届けします。

　シリアスな冒険で

はありませんが、仲

間と久しぶりの休

日を過ごす冒険者

がトラブルに巻き込

まれて、と言う雰囲

気でプレイすると良

いかと思います。

　ほのぼの温かい

気持ちの人も、アン

チチョコポイント満

載な人も、このシナ

リオで遊んでくれる

とうれしく思います。

　POPUP TRPGか

らのチョコレート(シ

ナリオ)プレゼントで

す！
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　　データセクション

　　アフタープレイ
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