
▼シナリオ説明（ＰＣ向け） 
海沿いにあるアミューズメント施設「ジャパリ

シャーク」は、サメ好きのサメゴロウさんが作っ

たとても楽しいパークなんだ。世界中のサメが見

られるサメ水族館に、サメ博物館。大迫力のシャ

ークショーが見られる大型プールや、フカヒレ料

理の食べられるシャークレストランもあるよ！夜

は海辺のコテージでゆっくり休んで、昼間は元気

いっぱい遊ぼう！さぁ、みんなもようこそウェル

カムして、サメとお友達になろうよ！ 

 

▽シナリオ概要（ＧＭ向け） 
海沿いの大型パークを舞台に、ゲリラ豪雨によ

る水難から避難しつつ、逃げ出したサメと戦うシ

ナリオ。危険そうな施設は避けつつ、脱出のため

の情報を集める事が目的となる。 

ＧＭは危険なエリアと、比較的安全なエリアがあ

る事を暗⺬しつつＰＣの判断を尊重してシナリオ

を進めるとよいだろう。（危険に挑戦する権利は誰

にでもある！ …それに伴う責任も） 

 

▼シナリオ導入 
ＰＣ達はジャパリシャークに泊りがけで遊びに

来た来場者。「①コテージ」で夜を明かし、朝にな

ってから遊ぼうと考えていた。しかし、朝起きる

とゲリラ豪雨が発生しており、道は腰の高さまで

冠水している。このまま留まっていたらコテージ

は沈んでしまうかも知れない… 脱出しなけれ

ば！ 

 

▼マップイベント（マップ参照） 
 

①コテージ（☆スタート地点） 
２∼５名用のコテージが数軒並んでいる区画。 

ＰＣは全員この場所からスタートする。 

またＮＰＣが１人いて最初から同行する。 

 

▽ＧＭ指針 
・ＰＣ・ＮＰＣ全員が集合するよう誘導する。 

・ＮＰＣの作成処理を行う。 

・ＰＣに互いに自己紹介を行わせる 

・状況説明をした後、【情報収集】【探索】が 

行える事を説明（探索＝アイテム探し）。 

・このエリアは遭遇チェックを行わない。 

・全ＰＣが１度行動したら、窓が強風で割れる。 

この場に留まると以降１回の行動ごとに 

〔アラート−１〕される 

 

【状況説明】 
・朝起きるとゲリラ豪雨により外は大雨、外の 

道路は腰の高さまで冠水している。 

・スマホ等より「史上最大のゲリラ豪雨」の情報。 

雨はしばらく止みそうもない。 

・パークのスタッフに電話をかけても、通話中で 

つながらない 

・電気、水道は使えるが、食糧等の備蓄は無い。 

コテージの壁にはパークの地図が貼られている。 

 

【情報収集】 
《観察》：外に車が数台あるが、エンジンが浸水し

ていて使えない。⇒《鍵明け》に成功すればアイ

テムを１つ獲得する。 

 

②ビーチ（人工海岸） 
▽ＧＭ指針 
・イベントエリア。サメの脅威を印象付ける事。 

・状況説明→イベント→遭遇チェック→ＰＣ行動  

の順番に処理する。 

・ＰＣは【情報収集】【探索】が行える。 

 

【状況説明】 
・遊泳用のビーチ。海面が荒れ、道も水浸で危険。 

・ＰＣ達は下半身を水につかりながら移動する。 

水面下は見えない（＝足元が危ない）。 

 

【イベント】 
・動かない車の屋根の上で、おじさんが立ち往生 

している。 

・ＰＣが近づくと「来るな！ 来ちゃいけない！」 

と叫ぶ。 

・すーっ、とサメの背びれがおじさんの背後から 

近づき… 水面よりサメが飛び出し、おじさん 

をあっという間に水に引きずり込む！ 

 

【遭遇チェック】 
・これ以降、新しいエリア（未踏破エリア）に 

入る時には、遭遇チェックを行う。 

・ＰＣが判定する度に遭遇チェックは発生 

するので、忘れないようにする。 

・遭遇チェックで「絵札が出た場合」脅威が出現。 

『出現脅威：サメ（３ｍ級）』 

サンプルシナリオ 

「ようこそ、ジャパリシャークへ！」 

大型パーク 

ディ●ニーシー

のような施設だと

思ってほしい。 

遭遇チェックを

行わない 

つまり危険がな

いことを示してい

る。 

アラート－ｎ 

任意のアラート

ダイスをｎ個選ん

で取り除くこと。 

死角決定 

遭遇チェックの

前に未踏破エリア

侵入時に死角決定

を行う必要がある

ことに注意。 

ＰＬ人数により

基準となるダイス

の数が変化し、決

定方法も異なるた

め詳細はサバイバ

ルの章参照。 

【探索】 

本シナリオでは

《探索》によるア

イテム探しが可能

なエリアを「【探

索】を行える」と

表記している。 



【情報収集】 
《分析》：サメは隣接するエリア「③サメ水族館」

にいたものと同種。そこは他にも多数のサメが飼

育されていた。もし、そこから逃走したものなら、

そこはサメの巣窟だ。 

《科学知識》：「④灯台」なら浸水も無く、安全に

休めるかも知れない。また非常用の連絡手段があ

る可能性もある。 

 

③サメ水族館 
▽ＧＭ指針 
・ここは特に危険なエリア（死角難度が高い）。 

ＰＣが避けるべき場所として設定されている。 

・強引に突破できた場合「⑦正面ゲート」へ 

近道ができる。 

・ＮＰＣを１人獲得できる可能性がある。 

・状況説明→イベント→遭遇チェック→ＰＣ行動 

 の順番に処理する。 

 

【状況説明】 
・サメ水族館は何十種類ものサメを飼育している 

パークの目玉の１つ。 

・半ば水没状態であり、人間のひざ∼頭くらい 

までが水に浸かっている。 

・水に浸かった開放型のプールもたくさんあり、 

中にサメの姿が見あたらない…。 

・ＰＣは【ＮＰＣ救出】【探索】が行える。 

 

【遭遇チェック】（死角難度＋１） 
・このエリアは遭遇チェックでカードを２枚引く。 

『出現脅威：サメ（３ｍ級）』 

 

【イベント】 
・人の泣き声が聞こえる。館内のどこかに人が…？ 

 

【ＮＰＣ救出】 
・ＮＰＣを探す場合《追跡》で場所を特定し 

《水泳》でたどり着く必要がある。 

・上記２つの判定に成功した場合、ＮＰＣを 

１人獲得。 

・判定毎に遭遇チェックが発生する事忘れずに。 

 

【情報収集】 
《観察》：「⑦正面ゲート」方面は水没がかなり厳

しく、困難が予期される。 

 

④灯台（休憩可能エリア） 
▽ＧＭ指針 
・ここは〔休憩〕を行う事ができる。１度休憩を 

行うと、飛んできた看板で窓が割れ、休むに 

適さない場所となる。 

・ＰＣは【情報収集】【探索】が行える。 

・状況説明→遭遇チェック→ＰＣ行動で処理する。 

【状況説明】 
・灯台は４階建ての建物程度の高さがある。 

・空調が停止しており、濡れた体が冷える。 

（出現脅威として表現される） 

・最上階は展望台、休憩したり遠くを観察できる。 

 

【遭遇チェック】 
『出現脅威：異常気温（Ｎｏ．３９）』 

 

【情報収集】 
《機器操作》： 

灯台の空調を稼働できる。脅威が出現しなくなる。 

《観察》： 

１００円望遠鏡を発見。「③サメ水族館」の屋上に

人が１人いる事を確認。「⑤ショッピングエリア」

が他エリア以上に水没している事を確認。 

《安全確保》： 

灯台に非常時用のボートがある事を思い出す。「⑤

ショッピングエリア」等の水没が激しいエリアの

ペナルティを打ち消す（アイテム欄は使わない）。 

 

⑤ショッピングエリア 
▽ＧＭ指針 
・前エリアでボートを確保していない場合、 

ペナルティが与えられる。（情報収集の大切さ 

を印象付ける） 

・ＰＣは【情報収集】【探索】が行える。 

・状況説明→イベント→遭遇チェック→ＰＣ行動 

・「⑨大型プール」方面に移動する場合、とても 

危険な脅威が登場する。（メガロドンのこと） 

 

【状況説明】 
・他エリア以上に水没がひどく、歩くと頭が水面 

から出ない。 

・平屋の建物が多く、ほとんど水没している。 

・レストラン（２階建て）のみ水上に出ている。 

 

【イベント】 
・「④灯台」でボートを発見していない場合、全員 

《水泳》判定を行う。失敗すると〔アラート−２〕。 

 

【遭遇チェック】 
『出現脅威：サメ（３ｍ級）』 

（「⑨大型プール」方面に移動する場合に自動登場）

『出現脅威：メガロドン（２０ｍ級）』 

 

【情報収集】 
・レストランには２階の窓から入れる。 

《観察》：壁に最新イベントカレンダーを発見。 

『史上初公開、古代の巨大サメ「メガロドン」 

を大型プールで公開！』 

《異常察知》：「⑨大型プール」方面の道に、非常 

に巨大な影が水面下を動いているのを見つける。 

死角難度＋１ 

死角決定時に振

るダイスの数が通

常 よ り も 多 く な

る。ＰＬ人数が１

～２なら＋２個、

ＰＬ人数が３～な

ら ば ＋ １ 個 と な

る。 

休憩 

休憩はエリアに

いる最中はいつで

も行うことができ

る。ＰＬの好きな

タイミングで取ら

せること。 

また休憩可能が

判明次第、マップ

のアイコンに色を

塗りＰＬに知らせ

ること。 

ＮＰＣ 

救出可能ＮＰＣ

の存在をＰＬが認

識した場合、該当

するエリアのアイ

コンに色を塗って

ＰＬに知らせるこ

と。 



《都市活動》：中を捜索すると、倒れているＮＰＣ

を１人発見する。パークのスタッフのようだ。 

《医療》：スタッフが救命処置で意識を取り戻す。

ＮＰＣ１人を獲得する。また以下の話を聞ける。 

「正面ゲートから国道に出るか、高台（マップ下

部）に逃げるべきだろう、それから、スタッフハ

ウスに緊急時対応マニュアルがあるかも知れない」 

 

⑥小型遊園地 
▽ＧＭ指針 
・ＰＣは【情報収集】【探索】が行える。 

・状況説明→遭遇チェック→ＰＣ行動。 

 

【状況説明】 
・小さな遊園地。メリーゴーランドやゴーカート 

が中心。観覧車だけが大きい。 

・水深が浅く歩きやすい。足首くらいの深さ。 

サメは出ないだろう。 

 

【遭遇チェック】 
『出現脅威：異常気温（Ｎｏ．３９）』 

 

【情報収集】 
《機器操作》：観覧車を動かし、状況を確認できる。 

⇒「⑦正面ゲート」は水没激しく、車が浮かび 

流されている。そして水面がなぜか赤い… 

⇒「⑨巨大プール」も水没が厳しい。しかし 

プール見学用の通路部分が水上に出ている 

ので、その上を通れば通行できそう。 

 

⑦正面ゲート 
▽ＧＭ指針 
・極めて危険なエリア、可能な限り迂回させる。 

・状況説明後、元エリアへ後退を認めても良い。 

・状況説明→イベントの順に処理する。 

 

【状況説明】 
・水深が深く、人間の頭以上の高さまで水没。 

・浮かんだ自動車が流されており、水面が赤い。 

・多数のサメの背びれが見える。 

（ＧＭは元エリアへの後退を認めても良い）。 

 

【イベント】 
『出現脅威：サメ』が２Ｄ体出現する（自動出現）。 

 

⑧国道（外部へ） 
【状況説明】 

・正面ゲートを抜け国道へ出ると水没がマシに。 

・徒歩で町までは遠い、自動車を修理して事故 

を起こさず運転できれば脱出完了。 

 

 

【イベント】 
以下の判定を全て成功すれば脱出成功。 

失敗する毎に判定者はＨＰを１点失う。 

《観察》：使えそうな自動車を探す。 

《鍵明け》：ロックを外す。 

《機器操作》：エンジンを直結でかける。 

《運転》：事故を起こさないように運転。 

 

⑨巨大プール 
▽ＧＭ指針 
・将来の危険（メガロドン）を⺬唆するエリア。 

・ＰＣは【探索】が行える。 

・状況説明→イベント→遭遇チェック→ＰＣ行動。 

 

【状況説明】 
・闘技場やサッカー場のように、すり鉢型に 

掘られたの場所の中央に、巨大なプールがある。 

・中央部は水没しているが、観客席の外側部分は 

沈んでおらず通行できる。 

 

【イベント】 
・水没した中央部に巨大な影が… そして超巨大な 

影が、水上に姿を現す（メガロドン（２０ｍ級））。 

・メガロドンは大きく跳躍し、観客席を飛び越え 

「⑫サメ博物館」方面に姿を消す。 

 

【遭遇チェック】 
『出現脅威：異常気温（Ｎｏ．３９）』 

 

⑩スタッフハウス（休憩可能エ
リア） 
▽ＧＭ指針 
・ここは〔休憩〕を行う事ができる。 

・１度休憩を行うと、水が入り休むに適さない 

場所となる。 

・重要な情報を取得できるので、ＰＣにそれと 

なく伝える。 

・ＰＣは【情報収集】【探索】が行える。 

・状況説明→遭遇チェック→ＰＣ行動。 

 

【状況説明】 
・スタッフが待機したり休憩する小屋。 

・ある程度ゆっくり休めることがわかる。 

・スタッフの使用する施設なので近くに何か 

あるかも。 

 

【情報収集】 
《観察》：高台にある変電所は水に浸かっていない、 

電話も通じるだろうし安全地帯かも知れない。 

《分析》：「⑬映画館」の近くに通用路があるかも。 

 

 



⑪ワニ公園 
・イベントエリア。いかにして通り抜けるか。 

・遭遇チェック、情報収集、探索は行わない。 

・状況説明→イベント の順に処理する。 

 

【状況説明】 
・金網越しにワニを観察できる公園。 

・金網が破れ水没しており、ワニが公園を徘徊。 

・ワニに気づかれないように慎重な行動が必要。 

 

【イベント】 
・ワニに気づかれないよう通過する。以下どれか 

の技能に成功すれば良い。 

・《ごまかす》《静穏行動》《陽動》 

・『脅威：ワニ』が「判定失敗した人数×２体」 

登場する。 

 

⑫サメ博物館 
▽ＧＭ指針 
・ＰＣは【探索】が行える。 

・ＰＣのアイテムが少ない場合、アイテム探しを 

推奨する。 

・状況説明→遭遇チェック→ＰＣ行動。 

 

【状況説明】 
・かなり深く水没しており、ボートか水泳が必要。 

 

【ペナルティ】 
・「④灯台」でボートを発見していない場合、全員

《水泳》判定を行う。失敗すると〔アラート−２〕。 

 

【遭遇チェック】 
『出現脅威：サメ（３ｍ級）』 

 

⑬映画館 
▽ＧＭ指針 
・クライマックスとなるエリア。 

・遭遇チェックは行わない（敵は自動登場）。 

・ＰＣは【情報収集】【探索】が行える。 

・状況説明→イベント→ＰＣ行動の順に処理。 

 

【状況説明】 
・小高い丘の上にある教会。ヒザの高さまで水に 

浸かっている。 

・サメの描かれた巨大なステンドグラスが中央に 

ある。 

 

【情報収集】 
《分析》：変電所につながる道を見つける 

ＧＭは映画館から変電所へ接続線を繋げること。 

 

 

【イベント】 
・ＰＣが移動しようとした瞬間、サメの描かれた 

ステンドグラスを破り、超巨大サメ(メガロドン) 

が出現する！ 

・大量の水も流れ込んでくるが２０m の巨体を 

浮かせる程ではない、だがメガロドンは浅瀬を 

のたうちながらＰＣに迫る。『メガロドン（地上）』 

が出現する。 

・情報収集に成功したのち、メガロドンを倒すか 

逃げる事ができれば、「⑭変電所」に移動できる。 

 

⑭変電所 
【状況説明】 
・高台の上にある変電所。 

・雨は激しいが、ここまで水は来ていない。 

・扉を開けて中に避難し、救助を呼べばシナリオ 

クリアとなる。 

 

【イベント】 
以下の判定を全て成功すれば脱出成功。（シナリオ 

終了）失敗する毎に判定者はＨＰを１点失う。 

《鍵明け》：建物の鍵を開く。 

《都市活動》：非常用の連絡電話を探す。 

《単純作業》：飲食物を探す。 

《機器操作》：空調を動かす。 

 

 

以上でシナリオの全イベントとなる。 

 

▼エンディング指針 
ＰＣ達はジャパリシャークから無事（もしくは多

大な犠牲を払いながら）脱出することができた。

救助ヘリに助け出され、皆が病院に緊急輸送され

る。入院中や、その後、日常生活へ帰ったのちな

どの描写を各ＰＣ毎に行うなどして余韻をかみし

めるとより良いだろう。 

なお全滅した場合は、ＧＭは脅威の恐ろしさを存

分に描写しエンディングとすると良い。 

 

戦闘中 

戦闘中でも【情

報収集】は可能で

ある。イベントに

てメガロドン（地

上）が出現するの

で強制的に戦闘に

なってしまうので

上記のことをＧＭ

は示唆すること。 

脱出 

ＰＬ人数が少な

い場合、ＰＬ人数

まで最後の技能判

定を減らしても良

い。 

減らす場合は下

から順に削除する

こと。 
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判定成功にて出現

スタート位置



♠ ♠

♣ ♣

♡ ♡

♢ ♢

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7耐久 耐久

回避 遮蔽

耐久 回避

遮蔽 耐久

回避 耐久

回避 自制

自制 自制

逃走 逃走

水の中から襲われると怖い奴。 デカいサメ。背びれを見ると怖くなる。

ＨＰ ＨＰ

ふつう ちょいヤバ

♠ ♠

♣ ♣

♡ ♡

♢ ♢

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7耐久 耐久

耐久 耐久

回避 回避

耐久 耐久

遮蔽 遮蔽

耐久 耐久

自制 自制

逃走 逃走

もはやＵＭＡ。まともに対峙したらほぼ死ぬ。 地上に出たため動きが若干鈍くなっている。

ＨＰ ＨＰ

ヤバい超ヤバい


