
 

 

 "２５０１"マリオネイター 

 
◆スタイル 

クロマク●、ハイランダー、ニューロ◎ 

◆神業 

■腹心：クロス須崎が《腹心》 

■天罰：●裏切りの銃口 

□電脳神：カット進行（即死） 

◆能力値 

理性：6/15 感情：8/18 

生命：6/8 外界：8/19 

◆技能 

 4♠♣♥♦運動 

 4♠♣♥♦交渉 

 4♠♣♥♦自我 

 4♠♣♥♦知覚 

 4♠♣♥♦電脳 

 4♠♣♥♦コネ：裏切者 

◆特技 

 4♠♣♥♦子飼：カゲムシャ 

12♠♣♥♦根回し 

20♠♣♥♦※封印記憶： 

ハンター（クグツ） 

 4♠♣♥♦ヴィジョナリー 

 9♠♣♥♦マルチタスク 

 4♠♣♥♦パワーサージ 

 4♠♣♥♦虫使い 
◆ブランチ 

クロマク：テイマー３ 

▼アウトフィット／常時 
・タイプ・マーズ................ 隠：－ 電：20 

アクションランク３。 

・電脳護神×５................. 隠：10 電：20 

肉体・精神ダメージを３×５点軽減 

・ＡＩ........................................ 隠：－ 電：－ 

タップなしでもイントロン可能 

◆行動指針 

推奨プロット♤♣♡♦ 

▼特記事項 
 常時アクションランク３、常時肉

体・精神ダメージ１５点軽減。〈ヴ

ィジョナリー〉によりイントロン中で

も肉体的な行動が可能。ただし

物理攻撃の対象となる。 

▼セットアップ 

 特になし 

▼マイナーアクション 
 特になし 

▼メジャーアクション 

〈電脳〉〈※封印記憶：ハンター(ク

グツ)〉〈パワーサージ〉〈虫使い〉 

判定値：♠6/♣8/♥6/♦8 

 物理攻撃を行う。 [攻撃力：刺

+4]で[射程：至近～超遠]。対決

は〈電脳〉のみ。 

 さらにダメージに[差分値]を追

加する。 

 対象がクグツのスタイルを所持

している場合は達成値+20、ダメ

ージ+20。 

▼リアクション 

 特になし 

▼その他 

クロマク：テイマー 

 クロスが判定を行う際に宣言。

クロスの判定をプロットではなく

手札から行わせる。 

 １シナリオに３回まで宣言可

能。 

 

◆設定 

「哀れなるクグツたちよ、そのスタ

イルに殉じて死ぬがいい」 

 テラウェアのナンバーズ。対ク

グツ用に特化した性能を持つＡＩ

で、それゆえに４桁という特殊な

ナンバーを有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ドール 

 
◆スタイル 

クグツ◎●、カゲ＝カゲ 

◆能力値 
理性：9/13 感情：0/14 

生命：9/13 外界：5/8 

◆技能 
 4♠♣♥♦運動 

 4♠♣♥♦隠密 

 4♠♣♥♦自我 

 5♠♣♥♦白兵 

◆特技 

 7♠♣♥♦葉隠 
 4♠♣♥♦※分身 
 4♠♣♥♦空蝉 
 4♠♣♥♦霞斬り 
 5♠♣♥♦猿飛 

 4♠♣♥♦死点撃ち 

▼アウトフィット／武器 

・スティング........................ 隠：12 電：18 

攻：斬+4 受：0 射：至近 

投擲可能（射：近）。 

◆行動指針 
推奨プロット♠♧♥♢ 

▼特記事項 

 セットアップ開始時に《不可知》

を使用。以下の判定を行う 

〈運動〉〈※分身〉〈猿飛〉 

判定値：♠14/♣5/♥14/♦10 

 [達成値の十の位]体の分身を

作り出す。即座に分身のプロット

を行うこと。分身のアクションラン

クは 1 である。 

 分身は自身とまったく同じデー

タ、装備を持ち、シーンの終了時

まで独自に行動する。ただし分身

が〈※分身〉の判定を行うことは

できない。 

 分身がダメージを受けた場合、

自身にも同じダメージが適用され

る。 

▼セットアップ 

 特になし 

▼マイナーアクション 
 特になし 

▼メジャーアクション 

〈運動〉〈白兵〉〈葉隠〉〈霞斬り〉

〈猿飛〉〈死点撃ち〉 

判定値：♠14/♣5/♥14/♦10 

 1 段階移動しつつ物理攻撃を行

う。 

 この攻撃は対象の防御力を無

視してダメージに+7 の修正があ

る。更にこの攻撃で発生したダメ

ージに対して対象はダメージ軽

減技能を使用することはできな

い。 

▼リアクション 

〈運動〉〈空蝉〉〈猿飛〉 

判定値：♠14/♣5/♥14/♦10 

 避けを行う。対決に勝利した場

合、即座にメジャーアクションを１

回を行う。手札から判定を行うこ

と。 

▼その他 
◆設定 

「……」 

 マリオネイターの手足となって

働く殺し屋。 

 マリオネイターに敗北し自我を

破壊された工作員達の成れの果

て。 

◆神業 

・ドール１ 
■完全偽装：《完全偽装／ゲストＣ》 

□不可知：●最後の囁き 

□不可知：カット進行で使用 

 

・ドール２ 

■完全偽装：《完全偽装／ゲストＤ》 

□不可知：●残月は月下に散る 

□不可知：カット進行で使用 

 
・ドール３ 

■完全偽装：《完全偽装／ゲストＥ》 

□不可知：●さらば愛しき人よ 

□不可知：カット進行で使用 

 

・ドール４ 
■完全偽装：《完全偽装／ゲストＦ》 

□不可知：●大好きな皆のために 

□不可知：カット進行で使用 

 

・ドール５ 

※キャストが５人の場合のみ登場 

■完全偽装：《完全偽装／ゲストＧ》 

□不可知：カット進行で使用 

□不可知：カット進行で使用 

 



 

 

 "ダブルバレル"クロス須崎 

 
◆スタイル 
クグツ◎●、チャクラ、カブトワリ

◆神業 

■完全偽装：《完全偽装／ゲストＡ》 

□黄泉還り：カット進行で使用 

□とどめの一撃：●死神の見た光景 

◆能力値 
理性：8/15 感情：3/13 

生命：10/18 外界：5/13 

◆技能 
 4♠♣♥♦運動 

 4♠♣♥♦隠密 

 6♠♣♥♦射撃 

 4♠♣♥♦白兵 

◆特技 

 4♠♣♥♦マルチワーク 

 4♠♣♥♦呼吸 

 4♠♣♥♦錬気 

 4♠♣♥♦ガンフー 

 6♠♣♥♦クイックドロー 

 4♠♣♥♦黒羽の矢 
◆ブランチ 

チャクラ：デュエリスト３ 

▼アウトフィット／武器 

・ストッパー×２................. 隠：10 電：9 

＋ワンオブサウザンド... 隠：－ 電：－ 

＋レジェンダリー.............. 隠：－ 電：－ 

＋ＡＰ弾............................... 隠：16 電：－ 

 攻：刺+12 射：近 装弾：8 

※オプションによる修正計算済 

▼アウトフィット／防具 

・剣........................................... 隠：20 電：18 

・アーマージャケット.......... 隠：12 電：12 

・剣闘衣................................. 隠：18 電：16 

精神ダメージを常時２点軽減する。 

・防御力（殴/斬/刺/爆）：8/5/8/10 

▼アウトフィット／常時 

・剣........................................... 隠：20 電：18 

アクションランク 3 

◆行動指針 

推奨プロット♠♧♥♢ 

▼特記事項 

 常時アクションランク３、常時精

神ダメージを２点軽減 

▼セットアップ 

 特になし 

▼マイナーアクション 
〈練気〉 

 「達成値の十の位＋１」点だけ

攻撃力と防御力が上昇。重複可

能。〈マルチワーク〉の効果で5回

判定可能。 

▼メジャーアクション 
〈運動〉〈射撃〉〈白兵〉〈ガンフー〉

〈クイックドロー〉〈黒羽の矢〉 

判定値：♠14/♣9/♥16/♦11 

 1 段階移動しながら物理攻撃を

行う。 

 [射程：至近]にしか攻撃できな

いが、武器の攻撃力は２倍にな

る。 

 判定が[成立]した場合、対決の

勝敗関係なく即座にもう一回攻

撃できる。プロットを消費して攻

撃すること。 
▼リアクション 

〈運動〉〈射撃〉〈白兵〉〈呼吸〉〈ガ

ンフー〉〈クイックドロー〉〈黒羽の

矢〉 

判定値：♠14/♣9/♥16/♦11 

 リアクションを放棄する代わり

に、1 段階移動しながら物理攻撃

を行う。この攻撃は[対決：不可]

となる。 

 [射程：至近]にしか攻撃できな

いが、武器の攻撃力は２倍にな

る。 

 判定が[成立]した場合、対決の

勝敗関係なく即座にもう一回攻

撃できる。プロットを消費して攻

撃すること。 

▼その他 

チャクラ：デュエリスト 

 [対象：単体]の攻撃が行われた

際に宣言、対象をクロスに変更

する。１シナリオに３回まで宣言

可能。 

◆設定 

「千早雅之。あんたを殺して、父さ

んの方が優れていたと証明してみ

せる」 

 サムライオーヴァドライブ事件を

引き起こしたエグゼク、須崎の養

子。父親を追い落とすきっかけと

なった千早雅之を深く憎んでいる。

 

 "５１０"ゴドウ 

 
◆スタイル 

ミストレス●、カブト◎、クグツ 

◆神業 
□ファイト！：防御的に使用 

□難攻不落：●死神の見た光景 

■完全偽装：《完全偽装／ゲストＢ》 

◆能力値 

理性：8/13 感情：12/18 

生命：11/16 外界：6/13 

◆技能 

 4♠♣♥♦運動 

 4♠♣♥♦射撃 

 4♠♣♥♦白兵 

◆特技 

 4♠♣♥♦鼓舞 

 4♠♣♥♦自己犠牲 

 4♠♣♥♦カバーリング 

 4♠♣♥♦最後の砦 

 6♠♣♥♦忠誠 
◆ブランチ 

カブト：ボディガード５ 

▼アウトフィット／武器 

・生身.................................. 隠：－ 電：－ 

攻：殴+12 受：13 射：至近 

・トライバレル................... 隠：15 電：18 

攻：殴+12 射：近～中 装弾：300 

オート係数 3 でフルオート可 

3 体ないし 3 エンゲージを対象にとれる 

▼アウトフィット／防具 

・零式機械化兵 隠：11 電：30 

・ＧＸアーマー 隠：－ 電：16 

・防御力（殴/斬/刺/爆）：16/8/12/21 

▼アウトフィット／常時 
・零式機械化兵............... 隠：11 電：30 

アクションランク４、生身を強化 

▼アウトフィット／オートアクション 
・スプートニク................... 隠：15 電：21 

あらゆる判定の達成値+4。シーン１回 

◆行動指針 
推奨プロット♠♣♥♦ 

▼特記事項 

 常時アクションランク４ 

▼セットアップ 

〈鼓舞〉 

判定値：♠8/♣12/♥11/♦6 

 手札から判定。[達成値の十の

位]枚のプロットを対象に渡す。ク

ロスを対象とする。 

▼マイナーアクション 

 特になし 

▼メジャーアクション 

〈射撃〉 

判定値：♠8/♣12/♥11/♦6 

 トライバレルで物理攻撃を行う。 

▼リアクション 

 特になし 

▼その他 

〈カバーリング〉〈最後の砦〉 

判定値：♠8/♣12/♥11/♦6 

 近距離以内の対象が肉体ダメ

ージを受けたとき、適用されるダ

メージを目標値に手札より判定。 

 判定に成功するとその肉体ダメ

ージは対象ではなくゴドウに適用

される。このとき適用前にダメー

ジを 13 点軽減する。 

 また判定時にカブト：ボディガー

ドを宣言すると、超遠距離までの

対象に判定を行えるようになる。

更に達成値に+10 の修正。 

〈自己犠牲〉 

判定値：♠8/♣12/♥11/♦6 

 対象が精神ダメージを受けたと

き、適用される精神ダメージを目

標値に手札より判定。 

 判定に成功するとその精神ダメ

ージは対象ではなくゴドウに適用

される。 

〈忠誠〉 

判定値：♠8/♣12/♥11/♦6 

 ダメージ軽減技能。肉体・精神

ダメージのいずれかが適用され

る直前に手札より判定。判定が

成立した場合、適用されるダメー

ジを 6 点軽減する。 
◆設定 

「チハヤ、ツブス」 

 サムライオーヴァドライブ事件

の首謀者、須崎の友人。同事件

で一度死亡したが、テラウェアに

回収され、サイボーグとして復活

した。 


