
キミはクロガネ。人間により作られた
意志を持つ万

マ ス タ ー ピ ー ス

能道具存在。ニューロエ
イジに生れた最も新しい人類の隣人。
普段はペットロイドの姿だが、変形能
力であらゆる道具へと姿を変え、使い
手の行動をサポートする事ができる。
キミはずっと、“使い手”を渇望して
きた。……そして、その願いはようや
く叶う。キミはまもなく出会うだろう。
生涯を共にし、ボディとAI に宿った
ゴーストが擦り切れるまで、その身を
持って護るべき“相

バディ

棒”と。



製作：ニューロ／ＣＤ製作委員会　　※自己使用に限り複製を許可します。『トーキョーＮ◎ＶＡ THE AXLERATION』は、有限会社ファーイースト・アミューズメント・リサーチの著作物です。

その他 隠	 電制	 部位	 解説	 参照

住居 登	 セ	 部位	 解説	 参照
マンション 10 10 － エリアはイエロー P252

ヴィークル 登	 攻	 SF	 防 (S／P／I)	 制	 乗員	 ス	 電制	 部位	 解説	 参照
／　／

トロン 隠	 ス	 電制	 部位	 解説	 参照
ウェブチャーム 20／0 1 10 電脳 アクセサリー型の小型タップ P244
チャイナドール 13／0 － 13 タップ 〈社会〉での情報収集の達成値に常時＋１ P245

サイバーウェア 隠	 電制	 部位	 解説	 参照
IANUS 10／0 制御値 全身 ヒューマン・マシン・インターフェイス。ウェブに接続する P240
ストリームリンク 12／0 12 任意（神経）マイナーで使用。業界社会の判定の達成値＋１ P241
リフトアップ 15／0 15 任意（脳）マイナーで使用。シーン中の【生命】での判定の達成値＋１ P243
ハードワイヤード 20／0 10 任意（神経）【CS】を常に＋２（換算済み） TOS118
アイカメラ 14／0 18 眼部 見た映像を記録することができる TOS119

防具 隠	 防 (S／P／I)	 制	 電制	 部位	 解説	 参照
　／　／　
／　／

合計 　／　／　

武器 隠	 攻	 受	 射	 電制	 部位	 解説	 参照
生身 －／－ S+3 0 至近 － － 〈フォルム⑦：アニマル〉の効果でデータ書換え済み P232

スタイル技能
名称	 レベル	 技能	 上限	 タイミング	 対象	 射程	 目標値	 対決	 解説	 参照
生存本能 （３）♤♧♡♢ なし 3 常時 自身 なし なし なし 物理・精神攻撃へのリアクションの達成値＋３ TOS63
フォルム⑦：アニマル （１）♤♧♡♢ なし 3 常時 自身 なし なし なし 《万能道具》の効果は《不可知》 TOS66
協調開始 （１）♠♧♡♢ なし 4 セットアップ バディ 至近 なし なし [協調行動 ] 開始。〈二人羽織〉と組み合わせて使用 TOS68
ユニゾン （２）♤♧♥♦ 単独 4 メジャー バディ 至近 なし なし 対象に【AR】消費なし、達成値＋２で行動させる TOS70
二人羽織 （１）♠♧♡♢ なし 4 セットアップ 単体 至近 10 なし 対象への行動に対しリアクションを行える TOS75

STYLE	SKILL

一般技能
名称	 レベル	 名称	 レベル	 名称	 レベル	 名称	 レベル
医療 （１）♠♧♡♢ 芸術： （　）♤♧♡♢ 社会：Ｎ◎ＶＡ （１）♤♧♥♢ コネ：天國 （１）♠♧♡♢
★射撃 （１）♠♧♡♢ 運動 （１）♤♧♥♢ 社会：テクノロジー （１）♤♣♡♢ （　）♤♧♡♢
知覚 （２）♠♣♡♢ ★回避 （２）♤♣♥♢ 社会：企業 （２）♠♧♡♦ （　）♤♧♡♢
電脳 （１）♠♧♡♢ ★操縦： （　）♤♧♡♢ 社会：ストリート （１）♠♧♡♢ （　）♤♧♡♢
製作： （　）♤♧♡♢ ★白兵 （１）♤♧♥♢ （　）♤♧♡♢ （　）♤♧♡♢
★心理 （１）♤♣♡♢ ★圧力 （１）♤♧♡♦ （　）♤♧♡♢ （　）♤♧♡♢
★自我 （２）♠♣♡♢ ★信用 （１）♤♧♡♦ （　）♤♧♡♢ （　）♤♧♡♢
交渉 （１）♤♣♡♢ 隠密 （１）♤♧♡♦ （　）♤♧♡♢ （　）♤♧♡♢

SKILL

12

CS
（理性＋感情＋生命）÷2＋修正

6 ／ 12 8 ／ 14 7 ／ 13 0 ／ 9

能力値／制御値
♠理性　REASON	 ♣感情　PASSION	 ♥生命　LIFE	 ♦外界　MUNDANE

ABILITY コンバットスピード

ヒルコ クロガネ カゲムシャ
突然変異 万能道具 神出鬼没

スタイル

神業	DIVINE	WORK 神業	DIVINE	WORK 神業	DIVINE	WORK

STYLES


