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出会ったら即友達のゼロ距離リンク。

コミュ力の塊で気配り上手な奴。

それが「ラポール」だ。

みんな宇宙生まれの地球育ちなのだ。

イミング: 他者の判定中

コスト: 〔任意タグ〕１つ

効果: 判定に成功すると、

対象の〔活力〕が２点回復

し、自身が１点〔疲労〕す

る。

解説: ほめて伸ばす。お

だてるとも言う。互いに気

分が良くなる。

イミング:いつでも

コスト: なし

効果: 任意の１人に〔因

縁タグ〕を１つ取得する。

（ＲｏＣで決定）シナリオ

１回。

解説: トモダチのトモダ

チを辿ると意外なまでに知

り合いは増える。実はSNS

での知り合いかも？

イミング: 他社の判定中

コスト: 〔物品タグ〕１つ

効果: 判定の目標値を１

下げる。更に判定者との

〔感情タグ〕を１つ取得す

る。（ＲｏＣで決定）

解説: 探偵業界にも流行

がある。効果は微々たるも

のだが、話題づくりには便

利なのだ。

イミング: いつでも

コスト: 〔職業タグ〕１つ

効果: 任意の１人の〔変

調〕１つを完全に取り除く。

解説: 誰かの窮地を助け

る事は、信頼を得る一番簡

単な方法だ。

イミング:自身の判定前

コスト: 〔印象タグ〕１つ

効果: 〔人物〕相手の判

定時、ダイスを２つ追加す

る、更に対象との〔感情タ

グ〕を１つ取得する。（Ｒ

ｏＣで決定）

解説: 見た目の印象で相

手を油…心を開く特技。

イミング: 幕間

コスト: 〔趣味タグ〕１つ

効果: 任意の２人に〔趣

味タグ〕を１つ付与する。

内容は消費したタグと同じ

ものとなる。シナリオ１回。

解説: 「本当に面白いん

だって、一度やってみなっ

て！」
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真っ当な手段なんぞクソ喰らえ。

グレーからダークな場所が生存領域。

それが「クリミナル」だ。

時に最良の手段は法の外側にある。

イミング: 他者の判定中

コスト: 〔任意タグ〕１つ

効果: ダイス１つの出目

を、好きなものに変更する。

解説: ちょっとした裏技。

ただし素人にはオススメで

きない。

イミング: 幕間

コスト: 〔物品タグ〕１つ

効果: 『誰か』の会話を

盗聴する。隠されている情

報を１つ得る。（フラグ数

やチェーンに変更がある

等）

解説: 「（ザザッ）…ふ

ふふ、まさかここにもう１

つこのようなものが隠され

ているとは思うまい…」

イミング:自身の判定前

コスト: 〔職業タグ〕１つ

効果: 判定後の〔疲労〕

が「０」になる。

解説: これは違法ではな

い、イイネ？

イミング: いつでも

コスト: 〔印象タグ〕１つ

効果: 〔敵対者〕の心理

状態を【煩悩】に変更する。

解説: 煩悩を無視できる

人間などいない。

イミング:いつでも

コスト: 〔趣味タグ〕１つ

効果: 任意の１人の〔変

調〕全てを完全に取り除く。

ただし対象の〔活力〕はゼ

ロになる。

解説: 効果はでかいが、

副作用もでかい。

イミング: いつでも

コスト: なし

効果: 即座に任意種別の

〔タグ〕を１つ取得する。

シナリオ１回。

解説: 所詮全ては演技、

演技なのだ。
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警察関係、法曹関係、公安その他。

秩序のために義務と権利を持つ者。

それが「ロウ＆オーダー」だ。

正義の鎖に繋がれた猛犬と言えよう。

イミング: 他者の判定中

コスト: 〔任意タグ〕１つ

効果: 【推理】【行動】

判定の達成値を＋２する。

解説: 立ち入り禁止だろ

うが、会社の機密だろうが

関係ない。全部開⺬させる

のが権力だ。

イミング: いつでも

コスト: 〔物品タグ〕１つ

効果: 任意の〔手がか

り〕１つの〔確証〕か〔ハ

ズレ〕かの判別が付く。

解説: 治安維持機構の

データベースは、⺠間のそ

れとは情報の質が異なる。

イミング:自身の判定中

コスト: 〔趣味タグ〕１つ

効果: 判定のダイスを２

個追加する。

解説: 週末ゴルフはただ

の遊びでは無い。人脈を得

るための投資なのだ。

イミング: いつでも

コスト: なし

効果: 〔チェーン〕が１

つ判明する。シナリオ１回。

解説: 適切な手順と、地

道な努力。捜査に天才は必

要ない。

イミング: いつでも

コスト: 〔職業タグ〕１つ

効果: 即座に〔フラグ〕

を１つ立てる。（１Ｄで決

定）更に〔敵対者〕との

〔因縁タグ〕を１つ取得す

る。（ＲｏＣで決定）

解説: 「この手口… そう

か、あいつかよ」

イミング:いつでも

コスト: 〔印象タグ〕１つ

効果: 任意の〔人物〕１

人の〔秘密〕を調査する。

解説: 自供を得るための

伝統的なメソッド。
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誰が言ったか、地獄の沙汰も金次第。

天国への階段を札束で積み上げる者。

それが「マネーパワー」だ。

愛も自由もお金で買いましょう。

イミング: 他者の判定中

コスト: 〔任意タグ〕１つ

効果: 判定に使うダイス

を２つ追加する。

解説: 「欲しい物がある

ならいくらでも揃えますよ、

すぐにね」

イミング: いつでも

コスト: 〔物品タグ〕１つ

効果: 他ＰＣがコスト：

〔〇〇タグ〕の特技を使用

する時、コストを「なし」

に変更する。

解説: 金持ちに才能は必

要ない。才能は買えば良い

のだ。

イミング:いつでも

コスト: 〔趣味タグ〕１つ

効果: 〔敵対者〕の心理

状態を【煩悩】に変更する。

解説: 遊びの達人は、遊

戯盤の駒のように犯人の心

理を操る。

イミング: 判定中

コスト: 〔疲労〕Ｎ点

効果: 任意の対象の達成

値を〔＋Ｎ〕する。

解説: 金で解決できない

事は無い。つまり貴方に解

決できない事は無い。

イミング:いつでも

コスト: 〔職業タグ〕１つ

効果: 使用者以外の全Ｐ

Ｃは、所持する〔タグ〕１

つの種別を自由に変更して

よい。（内容は変わらな

い）

解説: 才能は金になり、

物品は能力を補う。世界の

全ては交換可能だ。

イミング: いつでも

コスト: 〔印象タグ〕１つ

効果: 任意の２人に〔物

品タグ〕を１つ付与する。

タグの内容は特技の使用者

が決定する。

解説: 「買ってくれば良

いじゃないですか」


