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■シナリオ基本情報
▼作者
　SONE（twitter：@sone_99）

●本パックについて
　本パックは『TNX』のシナリオを３本収録している。収録さ
れたシナリオは、リサーチフェイズの展開がランダムイベントに
よって進行する、という共通のギミックを採用している。１本遊
べば、他の２本もほぼ同じ感覚で遊ぶことができる。

●収録シナリオについて
　収録内容は以下の通り。プレイヤー人数は２～４人程度、プレ
イ時間は１～３時間程度だ（例外もある）　標準的な『TNX』の
シナリオよりは短め、人数も少なめだ。ちょっと時間が余ったと
きなどに活用してほしい。

◆『クラブ・アラクニア』
　人喰いのアヤカシの巣からの脱出劇。最もシンプルな内容だ。

収録シナリオ３本のうち、最初の１本にお勧めしたい。

◆『ロック・ユー！』
　キャストたちがバンドを組み、華やかな大舞台を目指す音楽も

ののシナリオだ。青春ものの要素もあり、音楽に興味がなくても

楽しめるだろう。

◆『炎の夜 -Noche del Fuego-』
　南米の麻薬カルテルを相手に、市街地で激しい追撃戦を行なう

ハードなアクションものだ。ダブルハンドアウトを採用するなど、

収録シナリオ３本の中では最もテクニカルな内容だ。他の２本の

後に遊ぶとよい。

●ランダムシナリオについて
　収録シナリオの共通要素である、ランダムシナリオについて付
記する。

◆あんまりランダムじゃない？
　ランダムシナリオというと「展開も結末も毎回ランダムに変化
する予想もつかない内容」というイメージがあるかもしれない。
読んでもらえばわかるが、今回の収録シナリオは、そういうもの
にはなっていない。クライマックスやエンディングも、通常のシ
ナリオ同様「収束する」ように作っている。
　これは『TNX』が「ある程度筋道が見えている方がやりやすい」
傾向が強いからだ。このランダムシナリオの趣旨は、誰も予想の
つかない超展開を起こすことではなく、「リサーチフェイズの展
開を豊かにする」ことにある。この点は周知の上で遊んでほしい。

◆あなたのシナリオへの流用
　収録シナリオを見ての通り、同じギミックを積んでいても、全
く違ったシナリオになる。
　あなたのアイデア次第では、もっとこのランダムシナリオ・ギ
ミックを活用できるかもしれない。その時はぜひ流用して、楽し
いシナリオを作ってみてほしい。そのために収録シナリオのキモ
である、ランダムイベント用シーンおよびランダムイベント表の
テンプレートも用意した。使用に関して筆者の許可は不要だ（完
成したら『Neuro／Crowd』に投稿すると、喜ばれるだろう）
　このランダムシナリオ・ギミックを使用するメリットには、「基
本ルールブックのみで扱うことができる」「ＦＳ判定のように大
がかりな特殊なルールに依存しない」「シーン単位で進行するため、
途中で別のイベントシーンを挟みやすい」「情報収集以外が主体
のリサーチフェイズを表現しやすい」などがある。特に「キャス
ト全員がチームを組み、力を合わせて何かを行なう」題材に向い
ているだろう。

RANDOM SCENARIO PACK vol.1
『TNX』のシナリオに手軽にランダム要素を
付加するギミックを提案するシナリオ集。
同じギミックを積んでいながらまったく毛色
の異なる３本のシナリオが封入されている。
　　　　　　　　（掲載日：2017.10.16）
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■シナリオ基本情報
▼作者
　SONE（twitter：@sone_99）
▼プレイヤー人数
　２～４人
▼想定プレイ時間
　１～２時間
▼シナリオタグ
　蜘蛛、アストラル、ランダムシナリオ

●シナリオレギュレーション
　本シナリオの想定レギュレーションを以下に記載す
る。
▼使用経験点
　０～４０点
▼使用サプリメント
　『TOS』

■アクトトレーラー
　キャスト作成の前に、アクトのイメージを膨らませ
るため、以下のアクトトレーラーを読み上げること。
これはアクトのイメージを膨らませるのに役立つ。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

店の名はクラブ・アラクニア。
営業時間は“夕

フロム・ダスク・ティル・ドーン

暮れから夜明けまで”
うまい酒と音楽、美女のダンスショーを楽しめる。
一見何の変哲もないナイトクラブ。
だが、そこは人間を食らうアヤカシどもの巣窟だっ
た。
そんな“蜘蛛の巣”に捕らえられた犠牲者たち。
彼らは生きて店を出ることができるのか。

トーキョーＮ◎ＶＡ THE AXLERATION

『クラブ・アラクニア』

かくて運命の夜は更けていく。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

プレアクト情報
Pre-Act Info

クラブ・アラクニア
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■キャスト作成
　プレアクトシート（アクトトレーラー、ハンドアウ
トなど）を参考にキャストを作成すること。

●クイックスタート
　以下のサンプルキャラクターを使用する。数字の少
ないものから優先して使用すること
（例：プレイヤー２人でクイックスタートで作成する
なら、現代の騎士とニューロキッズを使用する）
『キャスト①』：現代の騎士（『TNX』p91）
『キャスト②』：ニューロキッズ（『TNX』p99）
『キャスト③』：ニューロエイジの魔術師（『TNX』p101）
『キャスト④』：遊撃記者（『TNX』p89）

●必要な神業
　敵ゲストの神業によって、キャストが即死すること
を防ぐために、２つ以上の防御系神業が必要だ。また、
情報を入手する神業が１つ必要だ。

●主に使用する技能
　本シナリオの情報収集で主に使用する技能は〈社会：
アストラル、ストリート〉などである。

■キャスト間コネクション
　テーブルの時計回り順に、隣のキャストのコネを取
得すること。

アクトハンドアウト
各キャストには下記の設定が推奨・あるいは追加される。
キャスト作成時によくプレイヤーと相談すること。

キャスト全員：クラブ・アラクニアに居合わせた客

共通ハンドアウト
ScENARIO Handout

【ＰＳ：生きて店を出る】

コネ：クロームジョロウ 推奨スート：外界

　キミたちはナイトクラブ“クラブ・アラクニア”に居合わせた客だ。うまい酒と
音楽を楽しんでいると、店のダンサー・クロームジョロウのステージが始まった。
同時に、店の者たちが怪物と化し、襲いかかってきた。このクラブは、人食いの怪
物たちの巣だったのだ！
　キミたちはあえなく捕らえられ、店の地下迷宮に閉じ込められてしまった。

　キャストが店にいた理由を思いつかない場合、この表を使うとよい。

　山札からカードを１枚引くか、表から項目を１つ選ぶ（ＤＯＣ）　カードの数字

に対応した項目を参照し“店にいた理由”を決定する。本文中の〈コネ〉はアクト

コネ・キャスト間コネ以外のものから選ぶこと。

　なお「調査」の“失踪人”や「復讐」の“仇敵”などは、本アクトには登場しない。

あくまで“店にいた理由”のためのものであり、アクトを通してのモチベーション

とするものではないのだ。もちろん、面白いと思ったなら関連付けてもよい。

２・３：アストラル

　この店から、良からぬアストラル的異常が感知された。キミは〈コネ〉に依頼さ

れ、まず状況確認のために来店した。

４・５：失踪人

　キミは〈コネ〉から失踪人探しを依頼され、この店に来店した。失踪人は最後に、

このクラブに入っていくところを目撃されたのだ。

６・７：噂話

　キミは〈コネ〉から妙な噂を聞いた。このクラブに行った人間が消えているとい

う。その背後にある真相は何か？　キミはひどく興味をそそられた。

８・９：歓楽

　キミは純粋に楽しむために、このクラブを訪れた。お目当ては酒か、音楽か、美

女のダンスか。だが、どうも楽しんでいる余裕はなさそうだ。

１０・Ｊ：付き添い

　キミは他のキャストの付き添いで、このクラブに来店した。ろくでもないトラブ

ルに巻き込まれそうな予感がする。

Ｑ・Ｋ：待ち人

　〈コネ〉との待ち合わせ場所に、このクラブを指定された。だが〈コネ〉から、

遅刻の連絡が入る。もう少しこの店で時間を潰す必要があるようだ。

Ａ・Joker：復讐

　キミは仇敵であるアヤカシを追っている。〈コネ〉の情報では、この店にキミの

仇と似たアヤカシが現れるという。真偽の怪しい情報だが、確かめる必要がある。

－：任意／任意

店にいた理由決定表（ＤＯＣ）
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■シナリオ基本情報
▼作者
　SONE（twitter：@sone_99）
▼プレイヤー人数
　２～４人
▼想定プレイ時間
　３時間
▼シナリオタグ
　バンド、青春、ランダムシナリオ

●シナリオレギュレーション
　本シナリオの想定レギュレーションを以下に記載す
る。
▼使用経験点
　０～４０点
▼使用サプリメント
　『TOS』『CTL』

■アクトトレーラー
　キャスト作成の前に、アクトのイメージを膨らませ
るため、以下のアクトトレーラーを読み上げること。
これはアクトのイメージを膨らませるのに役立つ。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

「バンドメンバー募集、当方……」
募集告知に釣られて集まったバンドマンたち。
目指すは新人バンドの登竜門。
アサクサ六区フェスのルーキーステージ。
だが、その前途にはいくつもの試練が立ちはだかる。
バンド内三角関係！？
音楽性の違いによる解散の危機！？
そしてバーグラーレコードの卑劣な罠！
果たして彼らは、栄光を掴むことができるのか。
それは青春の物語。

トーキョーＮ◎ＶＡ THE AXLERATION

『ロック・ユー！』

かくて運命のバンドが結成された。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

プレアクト情報
Pre-Act Info

ロック・ユー！
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(*1) 推奨スタイル：なし
　キャストは全員バンドマンと
なるが、必ずしもカブキのスタ
イルを持っている必要はない。
音楽やるならカブキは必須だろ
うって？　そんな思い込みはく
そ食らえだ。既成概念を叩き壊
すのがロックだ！
　とは言え、一人はカブキがい
た方がいいぞ。

(*2) サンプルキャラクター
　『BTD』掲載のサンプルキャ
ラクターのデータは『TNX』
公式サイトにて DL できる。
『BTD』自体は使用サプリメン
トに含めていない。なお地上の
天 使 は、Neuro ／ Crowd オ
リジナル・クイックスタート
（http://dappleox.web.fc2.
com/nova/NeuroCrowD/）
の路上の歌姫に変更してもよ
い。

■キャスト作成
　プレアクトシート（アクトトレーラー、ハンドアウ
トなど）を参考にキャストを作成すること。

●クイックスタート
　以下のサンプルキャラクター (*2)を使用する。数字
の少ないものから優先して使用すること（例：プレイ
ヤー２人でクイックスタートで作成するなら、地上の
天使と現代の騎士を使用する）
『キャスト①』：地上の天使（『BTD』p59）
『キャスト②』：現代の騎士（『TNX』p90）
『キャスト③』：任侠剣士（『TNX』p96）
『キャスト④』：ニューロキッズ（『TNX』p98）

●自動取得技能・装備
　キャスト全員の担当パートを決定する。それぞれの
キャストはパートに対応した技能を１レベル取得する
（すでに同じ技能を取得していた場合、１レベル成長
させる）　スートを決めること。
・ボーカル：〈芸術：歌唱〉
・ギター：〈芸術：ギター演奏〉
・ベース：〈芸術：ベース演奏〉
・ドラム：〈芸術：ドラム演奏〉
・キーボード：〈芸術：キーボード演奏〉
　加えて、必要なら楽器（『TNX』p253）をひとつ取
得できる。これらの取得に経験点は必要ない。本アク
トの間のみ取得する。
　キャストだけですべてのパートを確保する必要はな
い。同じパートが複数人いてもよい。足りないパート
がある場合、ゲスト（カレン・スカーレット）が任意
のパートをひとつ受け持つ。必要ならバンドロイド
（『TOS』p.141）を任意の数、本アクトの間のみ取得で
きる。これも経験点は必要ない。

●必要な神業
　即死系神業による死亡を防ぐために、２個以上（プ
レイヤー人数が２人なら１個）の防御系神業が必要だ。
また、《チャイ》が必要になるシチュエーションがある。

●必要な技能
　情報収集で主に使用する技能は〈社会：メディア〉〈社
会：ストリート〉などである。

●アサクサ六区フェスとは？
　アサクサ六区（『TNX』p44）で行われるフェス。
Ｎ◎ＶＡ最大のロックの祭典だ。フェス期間中はあち
こちに特設ステージが設けられ、世界中から集まった
ロッカーたちがライブを行なう。中でも“ルーキース
テージ”は選考を通過したアマチュアが演奏するため
のステージだ。このステージで演奏することは、新人
ロッカーの目標であり、最大の名誉となっている。

■キャスト間コネクション
　テーブルの時計まわり順に、隣のキャストの〈コネ〉
を取得する。

アクトハンドアウト
各キャストには下記の設定が推奨・あるいは追加される。
キャスト作成時によくプレイヤーと相談すること。

全員：バンドマンである

共通ハンドアウト
ScENARIO Handout

【ＰＳ：カレンとともにバンド活動をする】

コネ：カレン・スカーレット 推奨スート：感情

　「メンバー募集、当方……」そんな、ごくあり触れたバンドメンバーの募集告知。
キミたちはそれに応じたバンドマンだ。募集をかけたカレンは、新人バンドの登竜
門であるアサクサ六区フェスに出たいという。キミたちはその話に乗ることにした。
こうして、後に伝説となるバンドが結成された。

※推奨スタイル：なし (*1)
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(*1) フエゴ・カルテル
　南米を拠点とする麻薬組織。
最近Ｎ◎ＶＡに上陸した。詳細
は『BTD』p.25を参照。

■シナリオ基本情報
▼作者
　SONE（twitter：@sone_99）
▼プレイヤー人数
　２～３人
▼想定プレイ時間
　３時間
▼シナリオタグ
　チェイス、Ｗハンドアウト、ランダムシナリオ

●シナリオレギュレーション
　本シナリオの想定レギュレーションを以下に記載す
る。
▼使用経験点
　０～６０点
▼使用サプリメント
　『TOS』『CTL』『BTD』

■アクトトレーラー
　キャスト作成の前に、アクトのイメージを膨らませ
るため、以下のアクトトレーラーを読み上げること。
これはアクトのイメージを膨らませるのに役立つ。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

南米の麻薬組織“フエゴ・カルテル”(*1)
彼らの密輸したドラッグが奪われた。
それぞれの思惑を秘めた強奪者たちと、ドラッグを
追うカルテルの戦争屋たち。
激しい追走劇が、夜のストリートを赤く染め上げる。
怒りも憎しみも。
正義も悪も。
欲望も愛も。
すべてを飲みこんで奔る、炎、炎。

トーキョーＮ◎ＶＡ THE AXLERATION

『炎の夜 -Noche del Fuego-』

今宵、運命の血河を渡れ！

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

プレアクト情報
Pre-Act Info

炎の夜 -Noche del Fuego-
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■キャスト作成
　プレアクトシート（アクトトレーラー、ハンドアウ
トなど）を参考にキャストを作成すること。

●クイックスタート
　本シナリオでは、以下のサンプルキャストを使用す
ることを推奨する。
『①レッガー』：任侠剣士（『TNX』p96）
『②カゼ』：運び屋（『BTD』p54）
『③カブトワリ』：災厄のカゼ（『TNX』p92）

●必要な神業
　《不可触》《脱出》が必要になるシチュエーションが
ある。他に防御系神業が１つ必要だ。

●主に使用する技能
　本シナリオの情報収集で主に使用する技能は〈社会：
ストリート、警察〉などである。

●ダブルハンドアウトについて
　ダブルハンドアウトルールの詳細は、『BTD』p36
を参照すること。

■キャスト間コネクション
　以下の順番で取得すること。
『①レッガー』→『②カゼ』→『③カブトワリ』→『①
レッガー』

　キミはストリートの犯罪者だ。フエゴ・カルテルのドラッグ輸送の情報を掴んだ
キミは、これを強奪する計画を立てた。腕利きのフリーランスを集め、強奪には成
功。だがカルテルの幹部バスコ・デ・ラ・ロサが、奪回のために戦争屋たちを差し
向ける。これを逃げ切ってはじめて、計画は完成となる。

①推奨スタイル：カブト
ペルソナ・ハンドアウト

①推奨スタイル：レッガー PersOna Hand◎ut

コネ：“黒豹”バスコ・デ・ラ・ロサ 推奨スート：理性

【初期 PS：強奪計画を完遂する】

　キミはストリートの運び屋だ。今回は『①レッガー』の仕切りで、フエゴ・カル
テルのドラッグ強奪計画に参加した。キミの仕事は、奪ったドラッグを運び、安全
な場所まで逃走すること。カルテルの追撃を振り切れるかどうかは、キミの腕にか
かっている。

①推奨スタイル：カブト
ペルソナ・ハンドアウト

②推奨スタイル：カゼ PersOna Hand◎ut

コネ：『①レッガー』 推奨スート：外界

【初期 PS：仕事をやり遂げる】

　ストリートの荒事屋であるキミは、『①レッガー』のフエゴ・カルテルのドラッ
グ強奪計画に加わった。計画は成功したが、怒り狂ったカルテルの追手がせまる。
これを撃退し、『①レッガー』たちの逃走を手助けするのが、キミの仕事だ。

①推奨スタイル：カブト
ペルソナ・ハンドアウト

③推奨スタイル：カブトワリ PersOna Hand◎ut

コネ：『①レッガー』 推奨スート：外界

【初期 PS：仕事をやり遂げる】

各キャストには、以下の設定が推奨・追加される。
『①レッガー』：フリーランスの犯罪者
『②カゼ』：フリーランスの運び屋
『③カブトワリ』：フリーランスの荒事屋

ペルソナ・ハンドアウト
本シナリオは「ダブルハンドアウト・ルール（『BTD』p36）」を
採用している。ペルソナ・ハンドアウト選択後に配布されるキー・
ハンドアウトを参照してからキャストを作成すること。


