


-キャラクター シート

名前 : クラス: ランク. 性別: 年鯵:

能力鑓{ボーナス) チェック 部位別サイバー化状況 SUV 

STR n 頭部

REF 

DEX : i!可"¥
左腕

INT 右腕

EDU: 絹 ・体内

PER : 

SYM: ι/'0 胸部

WIL STR + PER + 

LUC : サイバー化、 日EF+ WIL + 

HP ドラックによる INT + HP + 

SUV : 能力備の上昇 EDU+ SUV : 

ス キ ル 名 修 正 % チヱツク スキル 名 修 正 % チェッ?

公期総(50) EDU 27 サJてイJりレ WIL+INT 
2 曾経学 EDU 28応急手当 DEX 
3大型メカニクス EDU+INT 29 偽装・力モフラージユ EDU 
4精密〆カニクス EDU+INT 30 戦略・戦術指tl EDUtlNT 
5 無材工学 EDUtlNT 31 プービートラップ DEXtlNT 
6 建設土木工学 EDUtlNT 32爆発物 DEX+PER 
7 生物学 EDU 33 ~中・ OG機動 REFtDEX 
8寮掌 EDυ 34 ストーキング REF+DEX 
9 医学 EDUtDEX 35小火縫(J、II類) DEXtPER 
10精神医学 SYMtWIL 36狙穆 DEXtPER 
11 天文学 EDU 37 重火器(111績} PERtEDU 
12化学 EDU 38 籍軍担火銭(IV鎖) EDU 
13鑑定 PER 39 f主婦(20) DEXtSTR 
14 写真 ・験像 PER 40繁手戦闘 REFtDEX 
15 偽造 DEX 41 ナイ 7::Jン"ット REFtDEX 

16 リ̂ REF+DEX 42 大型武器 REFtDEX 
17 1勇惑 SYMtX 43格闘回避(30:上限70) REFtDEX 
18 土地力ン PER 44 特殊武総 REF+DEX 
19方能 自 45 アタセス(1∞) INTtEDU 
20 変裟 DEX 46 エレクトロ ニテス INTtEDU 
21 拷問.~専問 WILtPER 47 ソフトプログラム INT tEDU 
22 暗号 ・信号 EDUtlNT 48 イメージファイト INTtEDU 
23 地上車全般 DEXtREF 
24 大型艦ナピケー ト EDU 
25小型車Eナピケート DEXtREF 
26 コンパットシヱル DEXtREF 



キャラクタースケッチ プロフィール

使用武録早見表

名称 火力/効果 ENC/ HP 方式 回数 距厳/'e般修正 追加総書 残5単数など

. . . 

• . . 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

主婆所持品 各纏アイテム類 武者官、防具、弾薬

サイバーリンク/ジャッ ク=イ ン : 本 MEMO: 

ドラ ッグ使用回数

パーサークイ嘩.

中毒症・

所持金 (ドル)

借金 (ドル)
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はじめに
このセットIt.{メタルヘッドワールド〉の中でメカニック u~，唱・か

bりをもっ3号令ラタターたちm ・ランド7'ラスター.り、スラー"なEの

パワーアップのための且タスバンションキットです.

〈メタルヘヲドワ-1"ド〉を見渡ぜI!.実に3:(の鰍鎖のメカニッタが

存在するニ tがわかるでしょう.プvイヤーキ守ラタターの愛機主なる

唱正lIlI/i愉i正メ:/1'ユフF平会党の交通機関なEの、眠加や愉迭の用途に使

われるメカから.作祭儀織やロポγ トなEのr機械』、そしてマスコ γ ト

ロポット tいった'J.討し£であら吻るメカニァタがあふれているのです.

ょの七ットはその中でも倒IAの乗り物tしてのメカニフクを1f~'占的に

解説しています.~ I~、 ζのセ ット I!実際にゲームを行なうためのlJ!11l
ttをlf<t見ιてfI竣きれていますが、いみいろなメカニックを通して、〈メ

タルヘッドワールド〉の雰副主tをlIf<わう こtらでき るでιょう.メカニ

ツクから前・:lQt(.Jに~ñ';tyース ...t是供する ζ とはできまぜんが、背景1世界

をイメージできるような資科11随所に配しました.

メカユフタItキキラ ?!tーを大き 〈サポー トするアイテムで、各~'\'

ラクターのパ-yナリティを決定づ11たり、プレイの中でもlI(~な宮町岬j

を来たしています.しかし、スタートセットではご〈基本的な bのしか

紛介できず、またその舷績も似られたものでした.このセットで11プν
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イ守ーキキラクターのνペルで耳障入/維$~き晶、 非常に$( のメカニ

ツクカ噂i介されています.同じ種類・ l司ιm途に1!I!IJl~れるメカニ ック
でふ綾計によ勺てずいぶん穫が出てきます.また、愛務がわいたメカ

」ユックに11各人鮮みの改透も した〈なるらのです.今回11そヂル・パリ

且ーションもrlnにffl;Q';事れていま すし、日臨んだメカユ ツタに~ らに改

造...~すのも思いのまま t なりました.

スタートセ ァ トで紹介~れた既/J\のメカニッタについてふカーチェ

イスやチューンナップなどさまぎまな新N ールに応Cて、データカ食品守二

追加/虫官I!きれています.すでにメカユヲタを所有しているプνイヤー

は愛権のダータを修正ιτ〈だきい.ダ-!ti'変更するにしτも谷メカ

ニックの相対的な強杏は変わっていません.世!ffl上の感覚I!，'!までど

釘 9です.

tた、新ルールをセッシヨンで係111しないのであれば‘"にず-!tの

変lI.!l孟必要ないかb知れまぜん.スタートセットのル-jVで.IHAf

の新アイテム/新兵~なEをそのまま撚載ιτ愛畿のパワーアップをは

かるニ uできるでしょう.

それでIムパワー7γプされたメカニフクの魅力を続分にお燦Lみ〈

f!さい.



ロードラッシャーの創造/転職
能力値的表記必よびキャラクター〆イキング的手順についてはスタ

ー争セッかに講じています.

既出回キャ ラクターからロードラ yシャーへの伝取1:特性スキルな

ど令すべτ轟窓値以よ取得している喝音に許容れ孟す.則前町帳曜の

特性/特典1:すべて央われます.

ロードラッンャーにはほかのキャラクターにUない、特有の〆カニ

ック ・チaーン時特憶があるので;主車VC(だ8い.

ロードラッシャーσ効射童

l 初期柄拘企

一概に1:冒えまぜん.

2.持怯スキル

大型メカエクス ω 
土地カン ω 

3 

ロードラッシャー
続牟ャラクター

ロードラッシャー

〈〆タ)~へ'~ }-'ワールド〉で、メカニックを商売のタネにしτいるの

は、ランドプラスターだけではありまぜん.

重火穏や師事由民兵鰐などの入手経路~憶保でき、危績な鷲野町線に耐

えられるのは硝かにランドプラスター舎はじめとするハンターだ円で

す. しかし、広大なシティ向、またはその近怒までなら、高性能なメ

カニックとドライピング・テクニックがあればなんとかなるでしょう.

.0ードラッシャー.1:、兵錯で迫勺与を攻撃するような野蛮な方法

令とらず、純枠にドライピング ・テクだけで低務を遂行するのそモッ

トーとする、正統なrシティの違がし島」です.彼らは走行系に置点4を

おいたチューンナップ軍何を量IIlL、その客はいわ〈のある人物、摘

み荷は非合治品ばかりとなります.

ランドプラスターはハンタークラスの中のひとつでみり、ほかの仲

間と組んで仕司憶にかかるのが普通ですが、。ードラッシャー1:ユニオ

ン/ギルドやほかのどんな組織にむ属さない-I!!i挽であり、ぞれを冊

よリの蹄りとしているようです.

Z車時がニうじたまEり慶やレース界fJ、..，追加された元レーサー、組織

に餓気が卓したハンターなどがロードラッシャーのイメージですが、

ハンターと遣い‘審査などはい勺きいタいし.上廻館構もないので、

ランドプラスターに愉れる若者や元轟定棋など.大したテクエックが

ない噛むいるようです{そうした者はロードラフシ令ーとして無名だし、

長2主宰むでI!tぜんl.また、普段はおとなしい一般市民的仮面そ彼ゥ

τ生活し、休日だけ『裏の仕./制捜Jとしてロードラ γ シャ-~宮む

噛むい草す.こういう者は警療に鍋まらないよう行動しな〈てはなら

ないでしaう.

プレイヤーは(GMの問置のむと)新たに白ード ラッシャ-~創透し

たり、ニれ阜で使っτいたPCを転用量eせτ、ゲームに量喝8せるこ

とがで8草す.GMI:NPCとしてロードラッシャーを創造して、ゲ

ームで償うことができ草す.

地上怠全般 ω 
自由選択ボーナス 50 

3 荷量制限

STR舵力償1でのENC

4. アイテム絹入崎町割引

鯛入で~るの1: メ ヵニ ν クM逮アイテムやγエネラルアイテふ頭、

民総に関して1:州、 W、V1II績を除〈ものだけを入手で$る.ニれらの

割引は特になL.メカニック開通で入手の健しい{品薄な)アイテム令

常時無畢件で発見することができる. 方ーダー関連のパーツ~*績で

田町入で$る.

5.〆カニック ・チaーン時的特性

エンジン17)チaーン~行なう場合‘その SRII易度を 1 ランク経〈

で?きる.



(MADシステム}によって臼~}Q)ffみ、制途にあ勺fょメカニックを制

造するよtI孟・メ!J'"へγド"RPGの限措棋在のひとつであり.ま I~ メ

カを所司jL ちまずまなLi剖でその肋りを借りるこtI~.特tニランドプラ

スター、ハスラ一仁~，って送飴な毎日を生き妓札 i畠に鍬きんでて成功

をJij(める第一条件でらあります.

スFー トセ γ トで1:メカニックのIII!かがJなルールしか1己戦τきません

でしたが.ょの七タションではより池んだメカニッタ戦闘.い〈 つかの

iIl加IJI.f-N{(紹介しτぃ~~す.

[1.1] メカニックの分類
44でいうメカニッタ E は戦闘1目、 ~I坤民側朋をI~IJl>ず、キ吋ラタター

か可再来しτ使IIJする機織す4τをきします. またキ吋ラタ声ーカ吋書来で

きるサイズの無人相酔'- b勺u1議なE球で11メカニツタ戦創1/1.--/1/で

{史mする機械全部を吾す場合もあります.メカエック1;1.大まかに次のよ

うに分量訴されます.

峨術担動ポッド 主に，叫ロットひとりで削l事れ、 H鮒〈劇画τt量動

性に優れたメカニッFをきuす.J;j地JWloを恥鎚にl間発事れたbのが

$いようです.これらは旅のためのメカニユツクではな〈、 舷骨担割目Jb緩
いのですが、モヂwによっては飛行したり、 Z前首ZElulp海中なE原境に

関係な〈巡IIIできるのカネ~T. 移動は脚で行ない.他のメカユフタ

にltべ.1物により近いイメージで、2ンパットシ:x.Jt，;~アクトポッド.

:fIンドッグなEが二のカテゴリーに入ります.これιのメカユッタIHヨ

ンパットシ;r./V>で操作を行ないます.

経・中車問 :パイクなEのこ始恥.パN-.別職ワゴン、ホパークラフ

ト、 トνーラー.シェル'I"ャ91'なE開始またはそれoJニの地上JM:;j: 

t めτ駁 ・ 中1~両と呼ぴます. *'繍1Il311lとい主わりではな〈、メカユッ

タ例宇佐やf欄 可能な装備.111途に純が広(.もっとも使いやすい汎m
メカユァタでLょう.旅には一帯向いています.

戦闘畿申車両 :戦闘を主肌にIWI発事れた111両製メカユッタすべてをきし

ます. その能力{機宙服.袋'1' . 火力など}にはti'~がありますが、鈍叩車、
:Itパータン夕、インセ?!J一、戦JI{、バトルト νーラーなEの鰍1Jlがあ

り是す.

巨大メカニ yク:移動動帆も官 うべき戦別*両です.滅多にお目にか

かる二 tはありませんカt 温厚な装甲と耐久力、絶大な火1J~J号~. ;j: 

たは膨火なベイロードセ持。ています.

[1.2J メカニック能力値と使用法
メカニフタ能Mlicの変lI!l;I.ご〈ー刊iです.キペ・ラタターがいま £で愛

用していたメカニユッタ1;1.アドパンストル-'"においτb.多少ダータを

埠:}t!した上で.融!うよ tができます.純測などのルールは変更になりま

す会tデータのJUib基本的に1;1.同じです.たI:L、い〈っか追加され

る能力があるので、メカニツクシート に~fi\加えて〈ださい.

タイプ:ほかのタイプのメカニγクに刈ιて省中lであるか.;;r4IJであるか

4 

ぃ、全日安で、機，)胞やサ4 ズ~~に決められτいます. G司 Aの同日に

有利になります.

タイプG 艦船など巨大メカ品、ノク.

9イプM 人1111ゃ歩行中のコン，(ットシエ作、インセクターなr.

9イプT 蜘11. シェルキャ Y7、 トvーラーなr.
9イプV パギ一、野戦ワゴン、告書駒1Iなr.
タイプH ホバ-?ラ 7..ホパータン夕、パイクなr.
タイプA へ日、航~機、飛行中のコンバットシニUνなじ

REF:REFI;I.機動力です.刷腕の移動1/1文書書イニユシアチブ快走の

ほか、 t全信メカニックアクシaンにも使用する大切な数倣です.RE F 

1110'ラ17'とi票、骨噛・わりがあります.ドライプにダメージを量生る tR

E 1'1;1.減少していき、 Oになる H始腕t舵になります.

MV アドバンス トルール採ITIにより、続出のメカニックのMVはすべ

て曳演とな9ます.MVI;l. 1 戦別ターン (3秒}の移酎)l!iJ瞳(m)で、:e~

な主きはよ ζ に~t!きれたt'(敏の範闘でf証ターンの速度を決定L~T. つ

まりょの数繊1;1.最高速度をも袋しても'H.射殺の買灘修正ゃ、データ

の」して相手に逃いつりるカ¥または祖母。切れるかEうかを考える u参

考にはなるでしょう.!I!J始以干のメカニァクのMVI;I.ヰ啓治{シティ外)

でのf厄1)です.鍛地なら2俗、さらにオンロー ドタイヤ>:'iW備するよ t

によりt古川速1;1.3倫にまでな9ます.ホバー走行のメカは艶地で2.51罰に
なり.キ吋タピラ式や脚L移;)ゆメカニγ列車!反則，)t してMV航1;1.変わり

ません.ちなみにMVXI割殉て市島遮が算出できます.7ドパンストル-

wでI;l.MV はダメージによっτ発化Lません.

ACL.:アクセノロ 加速力です. 1!Jーンあたりの逃1ftはよれによ勺て

決定l!oれます.メカユッタ11毎ターン. Ji似~ACLI雌分のMV~得る

二tができ‘ MVl1IjQターンからの撚fltスピードt泊目見逃判官す数飯t

なりま したo J.iJ じMV仙の2機のメカユフタカ明書~llする k してもACL
値がよ 92Eい方か曙酢倒するでしょう.エンジンへのダメージがあるたび

に減少していき、 Oになるt移動可、能となります.

BRK プνーキ=減速)Jで、 Iターンめた号にこの数他分までの減速

倉町I能です.

HP:メカニック本体の情泡ポイントです.0になる£ではペナルティ

はあ9まぜんが、 Oになる tメカユツタは破緩急れたこ kにな9ます.

DC:ダメージョン トロ一片面Lメカエァタ柄本の構造的余絡や償能性

を淡す童文他で.HH栴織なl地係にあります.ボディフレームが総量唱な

メカユックでも二の敬lilLヵ?':;Uれ11'信事J.Jlる械場1111'1えるでLょう.~~ 

利均に1;1.ダメージ>:'交付τ色減る二とはありません.

TP・:r.i目立.lf，IJffll;l.1'f' ti次林幸れ~ Lt~. メカニァタのすべての装備は

この範閥内で決定しますo 9i笈 ・ 鋭叩IIIのt'{飢 t 貨物 ・ ~客の2磁mの

数舗があります.

乗員 :~j:l数ですが.ニの数紘分1:11の快通なfi!JI官が月f:Mれτいる と

いうよ kです.貨物スペースなEに来る.正式でない泉Hは県民敏とし

て」之されません.



義平 メカニフタの耳障加強"'の~'''J't/彼" '効知事~ ~"'U貨を.J(Lτ
いtす.笈叩効呆噂は変艇できないl'dolでしたが.メカニフタ""ーダー

によってこの段値の変夜。町I健にな。ています.

・S複審理聖 :命中揮を畳1I/:~~. メ舟ニフタのどのlIIf.tに命中したか

をよの表τ判定Lt.，.. 
錨畿エンジン:エンジン11メカニフクIPmに1t要な役測を似今ていま

す~'.完成したあU1をれはEで111)~ iぜん.7ドパンストル-'"で

I:.J続続葺調置やMV.AC LなtU総 't・t'"~ i'1.t.，τいます.

ドライブ :ドライプU孟?-1守...守タピラ.ホパーファンなt.各メ

カエフタが移勧に使sIする節也またはパーツの俗称です.

繕畿火11:メカニフタに橋砲して1)晶すベτの兵Z;， i長嶋i'常事mめτ
おきます.

取りつIt方式 帰依火Eの取'つlI)i式i'Jf ~ fi'l時ておきます.

[1.3J アドバンストメカニック戦闘ルール
メカニッタの峨11"'-'.'1一郎どりが変誕t>れます.お本戦"fν-'"

の手順に徒。て、安弘司冊分を解説Lτ‘・3ましけ.

d滞 勘7エイズ

REFの低いキャラタターから移j)l，l怜'.i'吋:t.1tt (戦d書館刊謝ん

〆カニ yクI:ACL1置から加算した‘今ターンのMV値師範侶内で移

動が可能.

@漉.7エイズ

REF敏の高いキ守ラクターからJえ.i'1fなう.

メカヱックのREF決定 :

メカニックのREfは決.?τぃaすが、兵"の攻軍に廠Lては基

車戦闘ルールと遣いl.，.. 
ム メカニックに信9眠中で.手向'><7)1':11で貌司院を行なう者1:喜々

のREf値を使い草す.〆1);:;ッタ<7)REfCJ関係あり ま'ttん.

i 録11者以科的唱が〆ヵエック白梅句史"で唆軍をするなら、 〆

カ二ックREF+射事的向 EF&c使用L'す.

< 〆カニックH量級Lτいる..が硲tl:l:lIで唆司障を行なう喝音‘

〆ヵエックのREFだ11+使用Llす.

d. A 1由攻..ザイパーリンクゅの兵白骨攻掌.遠方からのリモ

コン録作による寝軍，~どU〆ヵエ ックのREfだ付金使用L .r. す.(終

わり}

Q)j面中判定

以下1:あげるい〈 つ会吻変更以外に11"'-'"やF周囲に貸ll!111>~ i <t 

A. 

タイプ別修正衰の追加 :

既存の〆カニック同士的修正に1:変更1:1>'"ゼん.

攻司書側
防御伺

G M T v H A 

G 。 。 。 30 -30 ーω

M 。 。 。 。 -30 ーω
T +羽 。 。 。 -30 ーω

v +却 。 。 。 -30 ーω
H +ω +30 +30 +30 。 。

，、 +ω +30 +30 +30 。 。

s 

ルール

11勘メカ1;よぴ縄健某にサイバーリン9命のメカの回避 :

視動@還が可能なメカニックUパイク‘横行中的コンパットシzル、

ガン Fッグ、アク砂ポッドなどで.それぞれ同応するナピザー'スキ

ルでチヱック告行ないます{ザイパーリンク中田Jカb同じようにしa 
す).基本1:S R 1で、反功すれば出自の舟令その11受付1:"〆ージ

からマイナスすることができ正す.このチzマクIUR..tttJヒげ

τチエヲクすること bでさ草す.S R)ぎに底功すれば出目的値1:2筒、

SRXに成功すれば出自を4俸にできるようになり皐す.ただし.岨

勧宙遣を行なったら、苛の成否にかかわらず、今回U〆ヵエック向車E

甲の恩恵1:孟ラた〈受けられなt<なり阜す.

クリテイカル仁ついて :

メカニッタに対するクリテイカルはすべてダ〆ージ3備として処置

されてい草したが、ニれほ以下の対〆カニッククリテイカルチ?ー争

によラて. 1 010で解決されることになります.ニのチャートU鳩よ

院を想定してつくられているので、 GMI:殿場や状況によ勺て結果t

変更して〈ださい.

1 :衝.で搭厳兵藤IつがE典作動を起こす.どの兵襲が.押動、限発

射したか1:G Mが決定する.

2 :衝離で貨物ハッチ、 畢陽ハッチ、 ドアなどが聞いてし且勺た.油

断していた者、 貨物などは獄。JW~抗、メカのコントロ田ルにー時宜

織が生じる.

3 :電気系統が派手にスパーク! 織織者IHR40で心理チzック.

サイバーリンク中<7)者もチヱックを行'.う.メカニック"と〈にず)l

ージを受付τいない.

4 :エンジンに悪夢の 1発.エンジンは班、に停止し.夜明ターンか

ら移動不能となる.Gタイプ〆カに叫効果なし.

5 :換線系絞に手ひどいダメージを受吋た.次的ターンからIUとむ

に〆カニ νクt損織することI:，'l'，~ν. ただもに停止さぜるか.ぞ

れが不可能なら.敏令起こす.Gタイプ〆カには効畢なし.

6: 不遺骨一撃.~量動鴎遭能力と OC値tすべて喪う {応車修班で同園

II不可).Gタイプメカには効果なL.

7 :効果的な一撃.2儀デメージ.

8:同よ.

9:非常に効果的な一撃.3倍ダ〆ージ.

10 :致曾的な-_..〆力ニックu・発提よ(総出のチャン;1.1> ')). G 

?イプメカにU効果なし.

@湖憾の適用

DC値じよるデメージ範謙 :

メカニックにはそれぞれOC舗がlt定されτいます.〆ヵ=ックUと

〈に指苦手のないかぎり‘ OC健白骨だ吋町ポイント t.受付たすベτ
のダメージから績来件で盤L引〈ことがで8車す.

この時点でダメージがまだ鰻っている命中測に闘して1:11申鋤集チ

ェックを行なうニとになり ます.穣伊効果チヱツクに閉して1:轟車ル

ールとまった〈閉じですが、訴しいIIIl白書事甲娠、今国加わ今た〆1)

ニックによってUい〈ウかのルール変更があり lす{別ページt.M).

あとは最終的な命中効果を峨踊結集チャートの臓軸にとり‘ダ〆『

ジを算出し草す.

最後にそれぞれの細部繊審判定費で命中鋼所金剛ベ‘所定的ダ〆ー

ジ骨量歯周します.



国益顕在

[1.4J 兵器の搭載方法
兵銀の舵械について、 JM<Jν-J"でI:U書般ポイントのみで1起しτいま

した.しかし、兵誌の借械の1i弘にItい〈つかのパリエーシ gンがあー

ます.このノν-JVlt戦車唱メカニフクの雰削れをよりリアwにするための

もので、必ずしもプνイに取り入れる，ø・~はありまぜん.

これはー側()なメカユックを意書見においたルールです.兵器を取りつ

11'-><き.これといってイメージが拐かないtき、また.f'干にllHつり

1i't:選1;(ないときは"プロァ7'"<して取。つりが行なわれます.

ちなみにEんな取りつけ方をしてふをの トリガー(ijI企・事的サボタン)

はirtl射汁τ鎌flきするか、コタピットなEからリ毛2ンで操作するかを臼

1I1に選択できます.

ハンギンダ

メカユツクのポディに!t鍛((.)'1、Mの火器CLMGなnを((りつりる

jj1ヨイ.もっu簡単です.バイクなEへの取りつIItJ唱しτいます.

'>>休IV-)吋 It兵部の取。つりの際には.その兵務の伐のENCヵw・tJ.

るニ t になっτい ましたが.ハンギングなもiffにす るt・.~はあ 9 ません.

また.メカユックが旅の途中で万一スクラップになったkしても簡単に

取り外して持っτぃ〈ニとができます.

しかし((りつけ火留はまった〈動かすニ主ができず.-1jl~1のみ

にしカ叫I聖書できまぜん.攻黙をするkき11メカユックが目標を真正副に

従えるようにしな〈てはならなt、のです.また、 ζの方正~"('I ;t. . ちゃん

と[剖定したつ b りでも、事情諸島に命'I'ij!~上げる センサーなEのサポー
トを受ける二 tはできまぜん.センサー11M密機誌なのできちんと綾置

した兵，~でない t まともに連動しないのです. ただし.ミサイノνな E も

lH七ンサーのついた誘導』羽品なら刻i曜はな(.ょの古訟は過しτい

るtかえます.

HANGING -7.62mm LM G+IMP 

一争ーー

ーイ担・・~. I 

4ノ ， 
プロップ

ポデ4 にむきmLの格"でお『向転可舵な支柱を立て、 そこに兵銀~

綾鑓する加だれパギーなEオープンタイプの1刷、勝I(のロマンダ

ースう、フテなEにはよ〈 この於まで輔織がつりられています.取りつ11

にはその兵器の2慌のENCがæ~です(費用11サーピスして〈れるでし

ょう).舟隊可舵な方向l柑沼で、上下へも可J)1するので.(j[!'‘勝手1;1.

よいL.取り外しも簡単です.

知荷lLてはやはり兵器全{抑制:きらされる松悠なので、間宮章治ゆ

〈なるこし支給だりでは不安定で七ンサーがうま〈作動しないこ tで

しょう.また、反釦ゆ大きも・大口径兵器1;1.支柱が飾れる危険があるので

取りつ1111控えま Lょう.

e 

PROPING - 1 2.7mm  HMG 

ガンポート

これについては・サイタロン"で静L(紹介しています.JI'{，つり兵

器のENCはそのままです.-tンサーもつげられないこ tはありまぜん

が、射抗!(;I.狭いのであまり自由められません.1主可tilt両の機銃の設諸法t

してi車しています.IV鎖な E大型の兵醤のr~l(cこ111"" こ tはできませ

ん.

GUN PORT -7.62mm LMG 

， 

，<インド

大却の兵誌をがっ ち~lli体にl語l定般波ずる方)'1;-("す.取争つりには2
慌のENC、0.51古のumがかかります.身隊可能な方向はその発射口が

向いた方向のみ.上下のj'J!節制節1;1.可能です.センサーは良野に作fJ.げ
るので.火力が大き(.命中制度の低い兵2.fの同定にi直していtす.

81NO -21 Omm GRENEDER 

4 

E暗 1， 
-斗じL-b



ターレγト

旋loiJ砲熔です.大度の機銃や紡1IのE砲なEはよ〈この古'tliカ明~られ

ます.Jtt~つりには2伐のENCU .5f:'iの費JRがかかります.射器1:36{)'，

i下方向にも可動L、品目百の取りつけ方です.ターνットiム TPに余

裕があるなら符~つりてもかま t‘ません.

TUAAET -55mm AUTO CANNON 

llI.明するまでもないよとなのですが， !略事出火怒の射撃を除Illt、メカ

ユツタ俗飛中にキャラタターが行なうことは現在の一般11t雨量「運転する

のとまった〈変わりありません.コPピットからJ欄の総毘をよ<Jlて

柄断t."ハンド}I/，7クセ1>，プνーキを使勺て安全に運転するという

だりのニ tです.また、司峨~察知ιf~t ~ 1:冷焼かつ正繍に;t:!，l<司王

政側避のための行動{例えばハンドI>~却') ~ ，プν-"，~mむ}を k るよ

tでLょう. ζれらの日常的な行動をいちいちヂータ化し、ゲームに1位

。入れるのはナンセンスτす.逆転熟綿orはキ守ラクターの符っく池上耶

全般〉スキノνで織し;散ることができますし、非日常仇突事初旬、テクユッ

タ~要するアクシ 9 ンの1.!1:l'iに関 Lてはく池上111全般入またはREFや

DEX鉱で(GMが状i況に応じτ)チェックを行ないます.

しかし‘プνイの際に梅田野に~仏する.チ3民ツクの必'11:'1.状i)tに関LてIt，特定の効搬のよい手陣tτ行なうべきかもしれません.(メ3官庁ヘッ

ドワ一作ド〉のメカニックはそもそも戦闘を行なうためのー械のアイテ

ムですカ九本格舟ーチェイス~RItわいたい方もいるでιょうし、シナリ

オの雰樹気によ勺て1:'-正BJUドライピングテクJb明悩‘に押し出きれ

7 

アクー;;..-~ン

ハウジンダ

兵援をメカニッP内穏に絡納する tいう取りつ11方です.能IlITot

H:II栴納スペースからせり上が。て攻撃f"'~制こ入るい、う bりです.

兵器がl'両ずらしになること らないし、また般がRJ:態I!t兵揺がダメージ

を受りるこ主もあ9ません.また、他に兵誌を4貴んでいなりれi工、ちょ

っtLt~カそフラージュで非武張のメカニックに見ぜかりる ニ t 色可能

でしょう.)収。つりには31告のENCt 21古@費用がかかり、旋凶可能

にするなら 4依のENCt2惜の費JlIがかかりま す. 創副可能にLt~場

合、射罪I主総0・.よーF方向可劃Iです.ぜいた〈な1位。つ111iですが、ぞれ

だりの価値はあるし‘開業者の織もがあなたにー目提〈こ tでしょう.

HOUSING -ASSEMBLE GUN 

τ〈るでしょう.

以下に総介するい〈っかゆメカユフタアクシaンル-1>1::t，ずしもプ

νイに取。入れる必要はあ9ません.GMの判断で選択fil!lH/1ν-/>改

良して <t!幸い. キベ'ラクターがその7タシ曾ン~1焔干しf~tきの相手

キャラ??ーの角材1(1'fJJJもあわせて明記してあります.

なさ'i， <追っ手~I措<><間選走行中のアクション>11.地上11t両の中でも

符にJI制タイプメカニフクを主般に相、た鰍見です.道路走行をしない

メカユックにはそのま£温加しないで<1!~い.

[2.日 追っ手を撒</撒かれまいとする
ここでは出速で相手を引き催すのではな仁ダウンタウンの鍬献の巣

のような路地を北争闘今て相手から身をJlI.すアクション~j)します.

i阜勺手をt置〈ためには、そのメカニックが街中でそれほど目立たなャ

もの.ありふれた耳唱であり‘ま f~追勺乎よ?'1、回 世の利〈ものである

必要がありますかさイクで4給JIl~撒〈の11~に簡単ですカえ逆の場合は
撤〈のはまず不可能です).そして、少な{U 追っ手よ 9その土地に鉾



国型顕在

L<なりれば撤〈の11.嫌い、でしょう.ただし追っ手がへリコプタ自

である tか、枇kな散の11lを投入しτきてt‘るなも撤〈の11.不可能でし
ょう.

キャラクターカ守~$qよいアイデアを.1\\'.ついたならこの限りではあ9

ません玖<:l:J也カン〉でその土地に詳い哨.r うか t か、〈精神~j1:>で

Jll..，'f.の.t'慨を鋭んでみる ~b.. INT. EOU、PERなEでその土

地の地図をしっかり党ぇτいるかtか.都市の常践がJな構泡について鮮

しいか、追っ手~I世〈のに過したポイント ~i古mで与 るかなどをチェッ

タします.ζのチェックについτは特にtたまった，"'-'(.;11め9ません.

GMカ納得のい〈方法て納得のい〈蜂易度τやればよいのです.I世いた

かどうかをl@のチェックで務ませるもよ L.PCのアクシmンや発符

によって数回チェックするのbよいでしょう.

非常に狭，.路地t'?:i巡てうiHl!wた札無環やりメカユフクを集り入

れたり.交通盆の多い道路ぞ進路i'道主主Lt:号、急停車 ・忽草花ElffLt:
Pしなりればならな，..jKd(~~ê生するかも知れませA.ニれ11<J1l上lli全

般〉などでチェッタします.失敗すれ1;1.'司散を起ζした り、愛車に日時がつ

ヤたり、事ftj{に捕まった争、耳障した物品・建物の弁償をLなりればなら

ないでしょう.

追勺手の1i11.同じようにキ'¥'ラクターの能力をも。τf置かれまいt頑

強i&'b・もしれませんL、邸理を'f.J~かもしれません. また、主地に静し

りれば僚かれた後でふ相手b~見れそうな場所、 必ずi画らねばならない

Jνートでi事ち伏ぞを闘るでしょう.

[2.2J 高速走行中のアクション
追っ手~撤〈アクションt述絞Lて宛生す品こ主もあ 0 ます.お逃走

行によって追っ手を鍛刊J晶、ま事に;fJ-テェイスの限措株イt.この

アクションを実行するためにはシテ4内で広い道鈴が硲准している場所

が必裂です.淀野でIUニを定ろうと臼由なのだから.自蹴tf~にMVf直

のRiいメカニエックb'勝利します{引き給付でに長.~.で攻耳障を受りること

はあ静ますが).また.メカユックの定行性能、ドライノeーのテクニユッF

に大きな援があるときはぎりぎ P の勝負にな õli~に総量が決しているで

しょう.危行性自色テタユフタ念日正援のときのみ、この勝Jlが成立する

のです.

ちて、高速it!rカ町1舵な道路と脅え1:'ハイワェイや幹線道路です玖

純斡に "iH"・ドライピングテグの勝司li'行なうなら、災障初勝負Iま

さゴもに舟ープで決まるこ tになります.前線コースで11.メカょユァクのM

V値~ACL鈍し州国与しません. 色ちろん、メカ・2 シティのハイウェ

イにはず勺t前織な都分もあるので.油所によっては加速性能や蚊高速

の袋、つまりすクニックに傾らずtもメカニフクの信1焼のわずかな'lT.t:
11τ軍事Jl~つりることいf能でしょう.

禽速走符時のチェック

直線逢t刊寺は隊也〈ヰ骨rも，i-准しないかぎり、走行にl瑚Lてチェアクは

:e:~ないでL ょう . カーブで相手に抜きん出ょう、または引き隠そう k

思うなも、テクニッタに関するチェッタカ':e:~になります.これはO也J:

;It全般〉ふそしてメカユフクのREFの両方のチ&フタを行ないます.

カープの角度や~民の速度によっτSR雛易度を股定するようにしまし

ょう.例えば、 MVI∞UJ: OII憾1W<m)のスピード~/II Lτいるなら 、
緩やかな;fJープを曲がるにしても簡単なはずはありません.く池上111全般〉
なら少な<~~SRM、〆舟ニックREFについてはAR割形成に成功

する£裂があるでしょう.

ニのチェアタI!J勝nを鋭う相手も同じ条件て1古l時に行なうこ tができ

ます(Lな〈てもかtわないでしょう).両者が犬に成功するか.共に失

敗{失j目的こは事欽のf(s世が伴いますかりしたら状況は変わり tぜん.両者

は次のチェックチ弓・ンスをmいつつ.，同巡走行の勝!lを総統LJ.-j.r 
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ちらか片方が成功l.t:~失I位したU . 松波11変わるでしょう.チェイ

スの跡敗を 1由のチエフクτ1.1量定してしまうか、ちらにキペ・ラクFーた

ちにチャンスを与えるか・ItGMの判断しt:いです.

ちなみにチェックの失敗11叫l郁故につなが晶わりではありまぜん.ζ

れはそのkきの粉見によ品ので、失敗した者の処置i孟GMが決定して〈

fJ1F い.

以下のチ守ー トは向巡5t!1Ii.¥'のチェッタのための参考チペ・ートです.

GMがチェックする事縁や型伊ド鰻幼111:はケースパイケースですが、 74逃
走行時にはfiilをするに b与の十らいのペナwティがついて〈る主考えτ
〈だちい。またMV筑則以上で走行するメカユァク11非常に不安定なので、

jj;i方や側方への身f撃州政(1)~して不可flliになけれ

サイパ- 9 ンクによ。τメ ;fJ~ユ γクを操縦しているなら、 SR. AR 
魁必!l:がIランクずつ楽になります.例えば、MV2∞+でZL行していて

~MVIOO+の欄の難易度修正を受げるだりτWむのです.

カ-711易度11MV8()I年を現体としています.カーブの皮合11目安で

しかありtぜんが書考にはなるでしょう.ヘアピン沖ープIJ.νース劫に

しか':(#f.しません.

高速走行時.易度修正チ ャート

SR AR 射撃修正

M V 80+ x 1 念。 全O
M V 1∞+  x)f + 10 -51) 

M V200+ 米){ + 15 前倒方射思不可

MV耳lO+ xJ6 +羽 前何万射事不可

カーブ縫易度

帥るいカ・・ブ S R 1 A R 10 
通常的カーブ S R)f A R20 
きついカーブ S RX ARお

へアピンカーブ S RJ6 A R30 

[2.3J ブロック
彼方から追いついて米るメカユツクを先に行かぜないよう.進路を型車

('7クシ m ンです.しかし、兵醤~!!f椴したメカユフタlilJ:t:の場合.あ

るいは按触した~~プロ ックした側のダメージが大暑い t干01!!きれる場

合.ょのアクションを行なうよ<11患のfT可iでしょう.主t訪問却Eメカ

ニγクl司士の鎌争{レースなnのt色、つまり自分む相手も綾触事政を

起こした〈ないHllんでいる状i)t下でのみ使mします.

追いついてきたメ;fJb' rうやってb追い越す逝絡がないのなら、ニの

チェックはすば裂はあ9まぜん.自脚引二プロフPιています.

プロッ?のチェック

プロックセ行ないたいなら.指速五E行II.~のアタシ凹ンチェック~""じ
ようにG也上2担金般>SRおよびメカユックREFのARの両方でチェッ

クします.しかι、その禁鍛錬11放定されてャません.毎ターン、キャ

ラ??ーが混む難þl度を自由に段~Lチェ、ノクができます.例ぇ 1;1.'. S 

RI孟1、AR It2frでチエフPをす る、 t か、 SR)ιAR5~カ九熊易

~に大き〈滋があって b かまいまぜん.成功すれl!そのターンのプロフ

タができます.プロァクしたい相手が償数いるなら.それぞれについて

チェアクをします.ζの場合はすべてを閉じ織品~でチェックしなけれ

ばなりません.目採AにはSRlのAR20.目標Bに11SR2のAR30.
なn変えτはいげないのです.

当然、チェッタに失敗したら、 相手に追い銭かれτしまうかも知れま

ぜん.
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プロックされた側11.S R、 AR~ ちに.より鈍い、チェックをしτ

成功するこ tで.ただちにプロ、ノ?-r無効にできます.ただしSRの賊

易度はSR4. 2、 1、1i.X、)(; ーなrの段僻に従い.A RI1最低

でも + 5継しいチェ ックを Lな〈てはなりま~"'，

プロヅクLたい側11プロックきれる側がtぅτぃ銚織できないような

費量封皮でチ&ヅタする£裂があるい‘う二tになりtす.逆に言え1:1'，、

よ11<ドライピングテクニッタに優れτいないL例えI:I'REFの低い

トラァタでパイクをプロックする行為など不可申rtI!い、うニ tです.

[2.4J メカニックでの体制・接触/体当り回避
メカ戦測において、体当り11窓外に bヰJ効な手段tなりえます.

ただし、体当。1:'相手が自分よ P明らかに小ちいメカ、または人間1に
対Lてのみ布効である tいう ζ とを忘れないで(f!'<>，・-例えば.コン

パヲトシエ"'1，司士がプースター飛行中にぶつかった場合、それFれのバ

イロッ ト11無傷ではいられないでしょうし.パイクで袈甲車に体当りし

たら.ひEい自にあ主のは間進いありません.

貴島民自<Jな体当H 行なうためには、ある観，..のスピード‘またはメカ

ユ ッ ク自体の重量も，f~ですst その反街、自分もダメージ-r$1.ったり、

事般を起こしτしまう危険も避11られません.状況をF臓に判断し、必

要なときf!II:iJI..ffしましょう.

体当りを前置に行なわない場合でも、プνイ中に様触事故が発生する

こtがあります.そうしたゲースにおいτb以下のル-J~ ~ fII!IIlしてみ

て{t!~\、

体温リの判定

体当りの目標(メカユッタまたは人l目!など)Iil鞍Ja?ーンでf<li!でき

る距雄内にいなりればなり tぜん.ftl遣できる釘場I~11.体当りを主主み

るメカニッタの現MV悩またはACLI~の範圏内k いうことになります

抗体当9b可能かEうかの柏市野11最終的に11GMに伝書れます.

⑪ 本当H 行なおう tする者(Jj(患者)11.<の〈らいの速度でそれを

実行するか決定ιます.このターンで政大加速して出しうるMVI班が最

高値で.最低備は同じ〈政大減速しうるMV悩です{ただし絶対借低悦11
10. 10以下で件当りを実行するこ tはでき£ぜん).攻耳障者11ζの範踊内

で姉きな速度を決定しておきます. このliIiはダメージ判定の~l'. 火力

の一部kして使則されます.

②白根となる相手tREFのAR振。合いを行ないます.ょの掛り合

いはメカニッタのREF+操縦者自身のREF~使用し ます. 目線が人

間ならlX耳障者のダイス自に+I()O)ボーナスが、操縦系にサイパ-9ンク

Lているメカニックには(攻鍍者であれ目線τあれ)+攻防ボーナスが与

えられます.攻調書名ヵ'IIH合いに$1りたら、目標に回避きれτL!った

ニtになり、体当り11失敗です.体当りの失敗によっτ事般が姥生しそ

主かどうかはGMが各自の方法て判断/判定して〈だきい.

③〈地上III全般〉のSR1(町迎走行時iは鰭易!U考慮して(f!'<>，‘}で

体当9b'命中したお・日付'1定します.初出自に①r決めておいたM

本体賃 量楚決定チャート

人間、今イポーグ :0

コンパッ'シェJレ、アクトポッド、，<イ夕、 ;1>/<イク :1 

パギー‘野戦ワゴン、ポケ， tタンク、;f;パークラフト、ガンド ッグ、

シヱJレキャリア :2
毒事IjlJ院、mパータンク、インセクタ四 :3 ・t酒匹、パトル争ラック、トレーラー ・4

ぞれ臥ょの巨大メヵ・ 5

. 

• ••. 

-・ 4‘'

V飢と本1... 11t最遊による火力鋭(下記)、体当。用兵，zjがあれ1:1'その火力

をプラスした航ヵ犠鵬作ールで古うtころの命中妙淵i血です.('"当りが

命中した t草、白根以攻撃者に向か勺て走行していたなら.日療の速Jr.
~~命中究機仮にプラス L ~たあU1職別ルールに従ってダメージ~

算出して〈ださい.ただι、この場合の命中鋼所は必ずポダィで、装甲

効来が{チェッFなしで)必ず与えられます.また目標メカユツクの乗員

も10100τダメ-:1.~j車11\します.<JU:.Ilt全般〉のSRに失敗したら体

当911失敗ですカt事紋が発生しそうかEうかはやは9GMが各自の方

法で下i断/判定します.

⑥体当りは攻耳障者にもダメージを与えるかもしれません.<3>'りチェア

クがすペτ終b今たら、もう一度lDl(旧L.出自にMV航の火力.本体

蔵象援による火力な<~プラスしτダメージの判定を行ないます. 自援
が4主宰者rl二向かつて込行していたなら、やはり日原速度を命中効弘司直に

プラスLτ〈ださい.ょのときの命中悩荷もボディで. 援申効*~必ず

i:トられます.

本体量量益じよる火カ値

攻耳障ItHI板倉市Iであるか下の袋から選ぴt'sして〈だき，" 本体強Jt

獲が+2以上あったuにのみ衝突時の火力ボーナスを交付取ります.+

2で火力+30.それ以上司〉まがあるときは1.上回るごtに+30ずつ火力

が上県ぜきれます.

本体重量設がー2以上めるなら、衝突時め火力ボーナスもー30喜久

(li1じように-2からl下問るごkにー初ずつ下踊っていきます(ノーダメ

ージになるニ tもありえます).

g 



国盟問FiT
ただし、即且q!:しτ人1mやサイポーグはメカニックには何らダメージ

1:与えられまぜん.また戦JIIより大きな巨大メカ1:メカの体当りによっ

てダメージを与えられることはありまぜん.これらはあ〈まで原則とし

てい、うこ tで.GMの判断や状況(.，t:いで臼111に変斑ιてかまわない

でしょう.

[2.5J 事故
メカユックi'iII!うwふ事故はどよにでもつきま tいます.ただし.

プレイのたびに事紋が発生するようでは興事時です.GMI:パランスを

考えましょう.

プレイ中もっ t品発生頼度の多い事依IfJ国と して考えられるのは、倣

の攻感を受けた寓?のメカユァタ危行系へのダメージによるもの.そして

運転ミスでしょう. 11ーチェイス、 νース中に~111/{(はっきものです.

Jf.l駒市Iであるか、そ Lて事故につながる念、r;b'の判明野主判定は各G
MI:-任~れます玖以下にJ血鴎k なる都柄~大き〈分知Lτみました.

事故原因

1.敵の1，X司書を受11.メカニユッタの鎌縦〆走行系. またはドライパーが

ダメージを受けた{ドラ4プのIJUl崎、ドライバーの怪我主をれに伴う心積

約な釦~なの.
2.安全コ主行端技Lたドライピング中の逆転ミス{メカユァク7タシa

ン中の各種チェッタの失敗).

3. あらゆる状iJI.下で発注する級事によるもの{メカニ γク ~!構成するバ

ーツの般IJI、制約n.
4.そのはか、外8チ袈囚による偶命的な2肝紋{通行人の飛ぴ出し、ミュー

タントによる轡なn.

l!:2についτは111/{(になるかEうかはご〈簡単に判断できます.た

tぇ11.'.ドライパー州事事股ιτも彼ヵ明!Io1Lていな11れ』刈Eを安全に

停1ft事ぜられるだろうし.育民主盟な走行中のアクションチェアタに失敗し

τ もベテランなら'11/{(凪澄チェック ~GMに要求できるでしょう.

31:411キキラタターの行動か制附阪闘ではあ争まぜん.初申ゃ"，

-:;tDJiIJlli量産{植を怠ったため.または舞唆な改造によるらのかb知れま

ぜんが、事政がEの位の積率で発生するか.ま1:いつEのように発生す

るか1~，先企に予測できないでしょ九 ζ ういうケースで11-\" ヤラクター

11司倣伺撚にlJi<・':1:はできず.事政回避に成功したから Eうなるか-

1: ，.うよ tもすべτGMにーイtされる二 tになります.

司珂出発生チェアク.ある“は11'紋回避チエフタはく地上:Jf(全般>SRや

キャラクターのREF、DEXllliARで制執します.状況やキ守ラクタ

ーの判断τ官W~~政主主しますが. S R しめるいはAR 15よ9簡単な

チェックをさせる~fIではありまぜん. MHサプリ メント “サイクロン・

にある〈禽努制御ジベ・イロ〉はこうい勺た時に活111でき~-r. 
事て‘郁依になった場合、 メカユックがEのような結末を迎えるか、

よ れもー慨にtl~えません.

事故鎗集と判定

1. I宮古物に前央L1:9.ぬ荷カ・らF書下したりして、ポヂ4と飛Aが国t

Z占でιダメージを被ムエンジンによ。て1:燃斜に引火する.

2.メカユッタ命司王例し.その街掌でポディ主乗ltがダメージを破る.

エンジンによ。τl孟健闘に引火する.

3.メカニックを構成するノマーツ科書般物のo¥'.d.(l.破IJIなEにより、引

火Lたり爆発・炎tする.

I について、メカユ フ クが#常に堅牢なゆ合、衝突によるダメージI~

経微でしょう.また、ダメージIHO:滞在のスピードによっτ変わってき

ます.

旬。

2についτι メカニツクカ懐俗であればダメージi卓也、〈ら念特派で

きtす.しかしそのl当量がlfiりれば虫色、ほrilJ刻なダメージを敏畠こ t

でしょう.

3についτ.ダメージ11メカユック内部に肢畠こ kになるのでもっ t

b厄介です. 1や2の21i.1下j膨Bとして発生寸晶こ kもあるでしょう.

では~の処理盟についτー量動的なやりかたを解脱します. これは体

当り時のダメージ判定を参考にしてu:r.い.101(附+ffi':知紛MV他+

本体活量援による火力縦tなっτいます玖この"本体官協議"は何に

衝突Lたかによ勺て変わってきます.叩般的なピwのRり':1:.・パギー"

~jJ.rでしょう. メカユックの飛JH 10ω()"(ダメージを算出します..~ 

mによるダメージI.t.MV悩や本宇関R量遂の代わりにGMの促怠で白蜜に

よる火力プラス士、危険物の引火以~邸調なnについては各兵誌の所定

の火力平任意の火1)1ヒプラスしτ判定します.

情景としての事故処建

シティ内て司阿世を起ニL1:場合、その庖}Jf.がひどりれば{メカニフクヵg

炎上した弘幸散の死f語名がW.た3以予、交通路の.~所での事紋}、またお

せっかいな住人が必絡したり、パ トロ-/Vロポットにその附'llを発見事

れたりすれば.曽駒'11'紋処理!にやってきます.事情聴取なEの手順に

ついては現代と変わりまぜん.ただ彼ら11入手不足です.処理Eは現場で

簡単に訴まr.れたあL 敏日後キァトワークを通じて"J郁1が中 ι減~れ

たり‘締償資f止処里町:カ喝、1:経鴨(j阿火、 1誠剣骨処里I.vツカー移畝

人件費なn~tnl"r.れるい、うのが一般炉Jです.1倒ぬれる金額I~WJf.

bあI1..S500-ω∞〈らいです.キ守ラクターが嘗続にi!lhれるu'であ

るkか、受通』巴揖!の常例犯なら聞l肢に連行事れるでしょう.

また、 E肝~~越ょした場所がダウンタウンなら.智娘が〈る}自に.ひ

<'，‘所なら野察の取り軍司ペを受付ている段11Iでも、 1.:お丘のJt民やごみつ

きにメカょユフタ，fーツなEが持ち去られるよ kがあります.

[2.6J メカニックに対する狙撃
基本山-/Vではメカニユァクに対する1I民副主できないらのkなっτt‘ま
した. それはメカニ γ 列:~付る攻雪量そのものが{制管制民主でIJいにぜ

よ}すでに綴.$1:営えるからです.

よはEの書官人でないかぎり(~L < 1阜、ま今1:<新しい概念で般al'r.れ
たメカニックを相手にするのでもなt・かn).各メカユッタの弱い郊1:<:

I~常犠的に知られてわます.舵に Lても、 ruうのか可I能なら rだいたいあ

そこのあたりが弱そうだJ(らいのよとを考えτ攻験をしているはずでし

ょう.

ιかし、それにもかかわらず締結命中波で ・本体へ命中" ぃ、 J *，~~

がmるのは.メカニ、ノクは{可能なかぎり}弱点をカバーするような甑It
がな~れているからです.

しかし‘敵メカユツタや*只をなるべ〈傷つりず停止事ぞf:い主主.

知的に戦闘を進めたいt君、報.l8J1!而や登場キ守ラタターのダイナミズ

ムを演出 したい!:~にメ 11~ユッタに対する府軍11m耳障I~必要なオプシ a ン

ルールとなるからしれまぜん. ょのルールを係川するよとにして~ . G 
MliPC. NPC I:もにシナリオ中であまり減繁に剣~~r.せるべきで
はないtプしょう.

7 ドバンストルールでl晶、 GMが周回の止対日をかんがみ、また抗感~

E式みようとするキャラクターがい〈つかの章ゴヰh両たした場合の;，..狙

量産を可能としτいます.スタート七ットの対人組怒とよ〈似τ，.~すが.

以下に粂1-1"-を列記Lτおきます.

-抱耳障を立rtL1:?ーン1.1.移動できない.

. 1. 11. IIIl11の中のlJl射できる火協で犯調書世行なう.

・パースト射.速射したら.をれははずれとなる.



-戦創ターン内て瀬番It故後になる.

-敵の攻離を受Itて心暦ダメージを受付τL‘たらIII怒はできな〈なる.

・メ:IJ'ユックに格集中の需品組理障できるが、そのターン.メカIt移動

ιてはならないし、メカに帰敏してある兵器でI:m.できない.手

持ちの火総でのみm.が可総.

.IV，鎖の (1MP)だりはメカに格税Lてあっても担i懸念可I能.また、

歓苑調書今τもかまbない.

対メカニック狙摩ルール

独自の，I，;-/'Vτ可~Jjj;i'行なっτいき ます.命中判定が二段がまえにな

今ているの示注意して〈だきい.

1. jJl婚を試みる者は、まずPERのARI5に成功しなりればなりませ

ん.

2.次に. rこをjJlうのかm.tL~ す. 1語HiJtしてメカニックヂ-?の

絹綿命中袋に縫示Lて串る側所の中からiIlびます(エンジンu，.ドライプ

tか).外部兵笈なEを選んどuはEの兵設なのかもu君しなItれJ!な

りまぜん.~Hや貨物な Eはそれが見えていないt狙撃はできまぜん.

~Ff!で覆われたメ :IJの魚川やコ ンパットシエルのバイロフトをmうのは

不可艇です.

3.決定したら、通常峨踊EおりII!!tl武器に対応するスキルを融!って射

掌を行ないます.小火器の射費量を行なうなら〈小火器>5R 1 f)・〈狙耳障>5

R 2の鮮~ It方で射怒します.

4.命中したら、をのあtの解決願書を飛I!Lτ、ニニで細部命中判定

のための 1D IOi'!量ります「兵獲・貨物 ・嬢員・ tある部分や、い〈 っ

かある兵演のひtつを選んでいた場合はそれぞれ適当な方法できらに判

定を綬げます).通常攻怒の~~に故後に行なう輯櫛命中判定をよの段鯖

で行なう t考えτ (1:':;> ぃ. ここで針。 m~れた個所がな宵した処理喜子

定例所~--l止したらはじめて狙感が成功したζ ととなり ま す. 44でー

致L主付れ1:'.m耳障Eころか攻麟11失敗したよとになり、日婦は何らダ

メージを受りまぜん.原則tしτ.この判定には射干のスキルをはじめ.

山きいの修正1:行ないまぜん.

5.あu:通常E布。に敏活附l定なH すすめていきます.

スタートセットで1:.I~のlJl体(以下ボディ主呼びます)に兵器、 ~
IjJなどの装備品を選んで取り付11るtいうご(1岬 約なヒツνドアップL

か鈴きれていませんでした.

アドバンストルールでは寄らにー少鱗み込んで.ボディそのbのをメ

カニフタを構成するい〈つかのパーツから制，... .1:げることか町I舵になり

ました.':;>らじ.1つlつの，'，ーツそのbのについτも各人の好みによ

るデータ変更{以下チューンナップt呼びます}倉市I舵です.二れによっ

τ. PCI1其の愈昧でr自分の手て組み立てt~ Jt~:芥に 1倹t:1tの納械を

干にするニ tでしょう.

句句

オーダー

(AJT.ω祖:/SJ!..G為dD 、
LOD"IJSII .$U，時 C戎 CRT‘掴:s::s-

メカユツタ ・オーダーは"サイクロン"にtll鰍':;>れた〈メカユァク本

体のカスタ守イス3のアドノぜンストルールにあたるものです.ょのルー

ルを保mするなら〈メカニツタ本体の:IJスタマイスヲ 1:能mできな〈な

ります.すでにカスタマイズを行なったメカについては、変更杏れたダ

-?i'-f~元Eおりにし、 PCに費用を返還しτから.改めてこのル一

件を係mして〈だ':;>色、

[3.1J メカニック・オーダーの手順
メカニック ・オーダーの手順については、スタートセットのそれkそ



。開厩庇

主変わりまぜん.

スタートセットでは.選んだメカユフクのデータに織って兵裂を俗載

していき ますが.7ドパンス トノν-1"で11ポディを栴成する砂 防4なパ

ーツを滋ぴ.それを組み合わせ、-t:~症な らチューンナップを行なって、

ポディi'作札上げてい~ ~ 1'.あ!.I孟スタートセ ァトWIじ〈兵畿を格

峨して淘，'"tな争ます.

メカニユフク ・オーダーを行なえI!.P制1Ut，平IUJ~企もかかり t す. だ

から‘阪，'"のメカユフクの性能に完全に拠足している場合は特に行なう

必}Illlありません.また、ちょ。lL1:利闘なら、.Ii版'Ji:J'"メカニ γク

を腕入して.パーツのー認を性能の良いものに衿えたり、 チューンナγ

プをするどりでレlづ:)-t'す.侃la'，b'らのピJνドアフプ11.完全に納得の

い〈ボディが欲しいl~. i.f:不満倒婦があまり仁多い主色、キ、・ラク

ターまたはプνイTーのメカに対するこ7ごわりがある l~な Eに行なう

ペきです.

メカニッ9'オーダーについても、 ランドプラスターの "メ:/1'ユック

>t.f鼠島入符拠"カ時'1mできます.

メカニッタのピFνドT、ノプ仁閃Lて.キマラFターが組み立てを行な

うため仁11.<大型メ舟ニPス〉が7()j拡J:..L上(テェック 11早Fに必恥~ないでし

ょう}主#療なnlや剥iみ立τに側 Hする3ゲレージなEが必喫です.'(:-

Fーショップを利111するなら‘付税メカニツクの本体{画怖の半額IH'の

工曹がかかります.悶じ〈テューンナップのためにはペ大耳目メカニタス〉

説隊以上t押「・ιwu品所玖 モーターショップに依laするなら対掠メ

カニックの本体{面絡の 1-41古〈らいまでのI賢治初噛・るでしょう.

ボディ偶成，~ーッと役割

ボディi'1骨此するパーシに11.7 vーム.:Lンジン、ドライブの3つ

があ9ます.7vーム!.Ilメ:/1ニァクの本体のこtで. b.， l ~描t~な

~~.ーッτ?す. ホイーノν !.Il?-1ヤ.キベ:?ピラ、ホパー77ンなnH
I?'Jのバーッのことです.

イメージtしては7νームにエンジンを4貴み込み‘ ドライプを以り付

りるい、う感じです.

bパーツの役制についτ.エンジン11MV.TP<AC しドライブ

はREFtMVに関与し.フνーム11HP.Tf'、税'1吻J地EE事なrの能

力航に関係Lています.

[3.2J ピルドアップ
ピwドアップ11フνーム、エンジン、ドライブの3極のパー::-i'~臨ん

できて、 組み立てるζ とを籾まします.チューンナップが個々のバーγ

の性能i'独自に好き なよう にJ:lfる(?ーポユユ フト i'~~したり、 7レ
ームパーをI紛量L1:~'・・・・・}ニ t であるのに対L. ピJνド7ップ11級初か

ら性舵の良Lリ eーッi'取りつItるものであると ~l得( l て〈だきい.

ピルドアップに際L.l!I!わない.または余ったiIi飯完成メカユフクの

パー::-11フレーム.エンジンの-~lf( ~についてはそれぞれ本体価怖の30

%飽Eの金額が引き厭っτららえます.ドライプ11・サイクロン.6ペ

ージにある "?イ ヤ" のl'fli'寄与にして (t.:~い.

フレーム

まず各~ダルの7νームi'入干しなItればな 0 ません. フ νームの敏

M tLて11各メカニァクに4種類が!fl:耳、~れτいま す.7νーム {に隙ら

ずほかのパーツb)の主犯でホ'ディ形状が大き〈変わ晶ζtはありまぜん.

情f'"ιている材質が変わるだりです.メカユフタの改造に11考え方念句、

ろいろありますか'.(メタルヘァ ドワ-Nド}においτi品、例えば句サラ

マンダー)~軍司自タイプJから 、 r(サラマンダー〉 メタ = :IJーポ4・イトカ

スタムJになる、ぃ、うようなユュアンス t量得tして〈だきい.r(サラマ

ンダー〉てース t~.われるjE体不'91のハウスピ作ドバイク」になる、二 言

いった改造11'令フィシヤルル-1>としτ7オローしません.tうして b
tいうなら.各GM.プνイヤー協織の上で行なって〈だ幸弘、

7レームの橿頬と効集

8，楓滋フレーム :iIi版完成品が鋭IlILτいるタイプ.モダ仰によ今

てU~はさまざまですが、スチー沖合金、 FR f'製であるζ とがj:いよ

うです.入平1;法11，ぷ成品i'賜入してそのまま(!I!JTJするか.メーカーへ

の注文で行ないtす.7νームのみを蛾入する t きの代:~Il. q入しよ

うとするそデルの本体{轟僚の筑%の金額です.

b，メタ=カーボン。 合成樹~8. 調子燃ポ リカーボン、 7νクセラミ ッ

クなE耐νーザー材質でつ〈られた7νームです.¥，.0'-'ザーの商熱なE

に耐えるよ tを第一に段計きれているうえ.通常の7νームt何等の耐

術帯性、耐久性を維狩しているのか苛、官民大手そ司ターショップやカス

タムバーツ製造メーカーへの法文て入手します.f'俗IU量入モデJν本体

TUR80 FRAME 

ENGINE 

←⑩ 
8UILD UP DRIVE(TIREJ 

1E! 



f耐持の31措.メタ=カーボンに変il!LIょこ kによるメカニックのデー夕

食:ll!ゃベナJνナィはありません.メタ=:/1ーポン製ボディ 11レーザー系

兵留のダメージを鮭減します.νーザー兵怒のνベルにかかわ0な(. 

肢終的に算出きれたダメージポイントをす4て~ (総歓切り捨て}にして

{だきい. ただし、ボディへのダメージを低減するだりで.東~lや電子

機怒へのダメージを緩和するζU1でSません.

C. へピ-?ローふ .メカニッF仁戦鵬111両なみの強J~をもたぜるた

めの71'ームです.クローム合金、タングステンなEのil(合金からつ〈

られており.頑強なうえ、自!f!>'J'榊えないよう配慮がな吾れています.

大手モーターシ奮ツプ.カスタムバーツ製迩メーカーへの注文で入手で

ふ偏f告は腕入モテ.''jr.;本体l属f告と閉じ値段のへピークロ四ム20~ 21膏{面

絡のへピークローム泌があります.ヘピークロームにはメカユフタHP
i'哨加害せる効来があり.へピータローム20112C隊(描激切村守口、ヘ

ーピータローム5011別協(縁故切り伶て)1':11、HPをプラスします.ペ

ナルティはいつ号、・めりません.

エンジン

エンジン11Q入l期こもっ H~考しなりればならなlv~'ーッでしょう.

エンジンの種uiに11l1t丸水;眠、ガ;19ンの3積があり、ちらによtン

ジンそのbののサイズゃ，<ヮーによって敬予ンタに分かれτいます.

す.

換2をきれるエンジンのIHArl1メカユフクオーダーのユーズに符え

るた時に4附するもので、 tfj，版完成メカユフクにI!!'，級事れているメーカ

ー純正の源地エンジン~11-i曜を踊するものです.E5f画なのはそのため

なのでしょう.

電気Zンジン :シテ4内i';主晶告知:1li両111':いたい二のタイプのエンジ

ン骨格駿しています.パッテリ-!. t!i効串ソーラーバ1・pの1骨川によ。

て114に綾済的に作動し、また尽j克にも恵膨帯I孟与えまぜん.サイズ11コ
ンパタトで、惣書ヰwもご〈安〈、事故i'起こしてら発火するζ とはあり

ま-tt1". しかし.やはりはかのエンジンに比.....: ~ ，主 Lτもパワー不ji
11否めないようです.シテイコミューター.大衆:111のエンジンkしては

弘通ですが.プロの持ち物ではないでしょう.シェルキャリ 711MAD
τ、世ー抵抗エンジンを俗縦していますが、エンジンの換袋、チ~ーンナ

ップtらに不可能です.

水素エンジン 電気エンジンではまかなえない大慰メカニッ夕、市出力

士要するメカ::''7夕、 IHArのMADメカニフクにはζのエンジンが

録制再級事れτいます.水禁化合合会から水卦?を取9出すクリーンな内

也樹測で、拠11::のガソリンエンジンの発属製い・えます.信網4 ニット

に11水調官化会合会のぺνットがおまっており. liI!I11後11業者>'J'llil~して

jJj;IlI閉してい£す.懲費11よ〈、パワーIt泌足γきるνベルで寸が、強

科スペースi'合めたシステム針事のサイズ11:d;l9ンエンジンよりやや

九百りです.また.郁故を起こすふエンジンが火を吹〈こ tがあ9ま

す{い可てらfi!.阿国Eはがソリンエンジンとftilじ〈らいです).

ガソリンエンジン :環t創U11sの深刻化で、ほとんE駆逐杏れτLまいま

したが.少数だけがカーマニユアやプロriilltにヤミで製造されています.

やはりマユ7向リい・う.:~で、パワーのみに盟主引をおいたエンジンが

お直のよ主です.懲wの揺さ k惣桝であるがソ 9ンの入手会鴨賊である

いづニ~IU!iの称、r.:ll睡ですが.エンジン ~Lτの性能11ピカ}です.

ガソリンエンジンには他にい、〈つかのr.:J魁引があ号、そのひtっか恨:

的な制限です.rのシティでもがソリンエンジンの1!I!IlllliJ;イ統制事れ

ており.排気ガスを.'I~ して走。τいる t 人々から臼い自でみらtt- 腎祭

に且つかると繍ま勺τ間企i"~られたり、エンジンを没収きれたりする

のです.だいたい.:/1";/9ンIltに来るのは相当な邸主人かプロだ"でし

ょう.前者はカーマニ7の金持ち、 1金者rrlハンターです.，ゲソリンエン

句3

3ずーダー

ジンI主連が良〈な〈 τI.U"入できず.その入千僚曜はEのエンジンでも

羽)%aτおきます.

エンジンの取りつけ

，'-載するエンジンi1メカニックのサイス'や能力に見合ったbのでなけ

ればな 9 ません.い〈らハイパワーでbバイクのエンジンτは勝~Il.動

かないし逆に戦~Iのエンジン11大きすYτパイクに111嘗総主'きないの

です.メカユツグとエンジンのサイズの関係についてはエンジンスペー

スチ守ートて市mして(f':~ぃ.メカユツタのスペース数般とエンジン

ナ守ートのサイズ数飢が合致すれば俗餓11可能い、うよ 主です.

エンジンスベース摘に数値が2つあるメカユフタ bあります.これは

2サイズのうち、 Eちらのエンジンでも併械できるい‘うこ 主を表して

います.より大告なエンジンを俗載 したときは{エンジンCP以外の}変

ll!敏悦にさらに+I()%がつきます.マイナス仁変更tなる数{直にIt.I司
じように 号 らにー la誌がiUb'Jきれな〈てはな，~ぜん.

エンジンの換装によ。τ安誕寄れるメカユヲクのデータ11MV、AC

し TPで‘ f血に懲料の犠類t使用量に b関係Lます.MV縦の明滅は

秒I<t'-jl 何種地でのMV)I:t~ して行ないます. TPの制限il!につ

いては、兵後・ 2主叩.貨物 ・ 染者のどちらかひ tつ、 ~fきな1，の数蹴i"

事~\!!L ます.
f甚般を完Tしたら.チ守ートの指示に従勺てメカユックデ-1li"変碇

しτいって(f':~ ぃ. たI':L、エンジンに~らにチューンナフプをする

つらりなら、宮ðl!~棋を~主的めτおいて、実際の能力変質は故後に行な

うζ とになります.



型車昭司E

エンジンスペース/ドライブベースチャート

，てイク

ホパイク

ホパークラフト

ポケットタンク

パギー

ガンドッグ

野鞍勺ゴン/C5CV

インセクター

ホパータンク

装甲車

トレーラー

鞍車

バトルトレーラー

エンジンチャート

8.水素エンジン

エンジン名

タマハK2K

J & E ~ ./プアタック

デファイアン トR1C目。

ZAAB771レシオン

リキヱル5005

コンダ1200J

きる悠え 1Q21 

DMW7 ラクタ I~

婦毒EX高風

vw7国別

L6ポルナレフ

ガタンガDω

b.ガソリンエンジン

エンジン名

スピッ~ Y K3自

NO-MAD 

ブPレファイト。 OHC

スペンザ-V12

RZメ7ィストフzレス

Vl6揖，&

7ァイナルモンスター

ロレ./ツィオ99

膏2153P

ヒンデンプルク

8RVガスタービン

キングトロー，.NF

C.電気エンジン

ヱンジンスベース ドライブベース

V 1 

H 1 

2 H2 

2 ー

2.3 v2 

3 -
3 v2 

4 " 

4.5 H3 

4.5 

5 v2 

5.6 ー

6 

サイX 価格 データ変更

3蜘 MV+鈎%.CP1

想到=τP+3O%.CP5 

2 統削 ACL+10%.TP+お%.CP2

2 ぼ削 MV+3O%.CP5 

3 日目泊 τP+3O%.C阿

3 1反則 MVゃ3O%.C何

4 蟹邸hMV勾5O%.AC札+鈎%.CP3

4 24由児 ACL+2O%.TP+お%.CP5

5 4UC目。 TP+3O%.CP4 

5 4耳目陪 MV + 3O%.ACL + 20%. CP6 

6 77ぽ由 MV+お%.TP+40%.CPS

6 割以沿 ACL+2O%.α司

サイヨ 価格 データ変更

盟問 MV+ 10%.ACL +2O%.CP2 

11()(泊 TP-却%.MV+3O%.C向

2 17()(ぬ ACL+泊%τP+初%.CP7

2 20000 MV+2O%.ACL+お%.CP4

3 主矧苅 刷+加%.'札+耳目見。TP-ω%.C同

3 2軍閥 MV+仰%.CP1

4 4目別 ACL+3O%. TP+40%.CP10 

4 S2()(泊 MV+2O.ACL + lO%.CP6 

5 ま旧 MV+5O%.TP-鉛%.CPI

5 70000 MV-10%.ACl+釦%.TP+却%.伊7

6 9型扮9MV+1併I.ACl+初旬。TP+却%.C円

6 120000 TP +1【跡事~.CPI 2

実1;1.電事¥.:<.ンジンはすペτのメカニッPに対応するものが'111意きれて

います.電気エンジンセ1*載した3持合.向上するメカニ71'データはひ

kつもありまゼん会t想事n警がIHんEかからないというメ日ツトを得

るζ とができます.ltt全tエンジンはそーターシ9"7プなもどこでも服入

でふそれぞれのメカエ・ノタ本体{画絡の筑%の航段です.MV t TPの

旬4

兵滋 ・装甲と貨物・乗客の3か所の数航がそれぞれ初%マイナスt'れま

す.ACLI1変わりませ川い

績"の鴻貴

アドバンストルールでは〆カニックが消'ーする館料についても7η

ローします.ルール上ではメカニックの楓績やモデルによっτ煽慣が

変わるのではな〈、搭敵エンジンによって在右されるむのとなってい

ます.

実際にはGMが走行使鰻や儲斜消寅置など令指命、〈抱t置したり管理

するのは囚般かも知れま1tん.1> <まで目安としてうま〈プレイに取

り入れて〈ださい.ももろん、このルール1:必ずしも採用する晶嬰は

あり草せん.GMが晶聾と思ゥたとき(キャンベーンゲーム、長期的旅

など)のみ使用するのもよいでしaう.

電気エンジンのメカニック:定行距憶に関係なく、月 1図的バ γテリ

ーチャージで演みます.日照時聞が極舗に短い土地、扶:見主ら、半月

1図チャージになります.チャージはシティ内町チャージスタンドで

行なわれ、 l回$10-50ほど.バッテリーはエンジンの一部と得える

町で、健腕量置はまった〈考慮する必要Uありま1tん.ちなみに予備

パッテリー価格は$1.氏自です.

水需エンジン17)メカニック:然素化合音量ベレ yトは切開x5田町内

筒状師会属構で、パギークラス司車問がニれ1本でだいたい50回走行

できると曙えて〈ださい.10本のベレツトが入勺たパック(EN C10) 

が燃料タンクとして使われて必り、価格は$1∞です.つまり満タン状

悠の量大航続距躍はだいたい5∞蜘て・す.畳湖町線には予備バック金数

個j寄っていかなtすればな勺ないでしょう.

ガソリンヱンジンの〆カニック:現代のガソリンエンジンより妓術も

刷新され‘グレードアップ1:Lτ1:いるものの‘ 綱渚はlIrわうτいま

ぜん.21世紀以降、ガソリンエンジンはIH見向さもしな〈なったの

で、目を見張るほどの筏術革訴は行なわれていないのです.燃料タン

クを潟タンにしての最大航続1!!.は化いたい苫田~荻拍km<らい、熔貨

にすればリッター5蜘-20蜘くらいということになります.ガソリン

はブラックマーケットで取り引きされ、その入手篭lJlは切%、価格1:
1リットル$50が相喝です.熔科タンクを潟タンにするに1:穏侶$3

回lO以上回出貨を覚惜しなければならないでしょう.サイズ5以ょのエ

ンジンはガスタービン方式で、能力は湾、るもののアルコールなどで

む作動します.

ドライブ

ドライプが換裳できるのはタイヤ，(;toメカニッFのー部、ホパーメ

カユックに隙られτいます.

タイヤ走行のMADll1f~jはすベてオフロードタイ守を様触滋備しτい

ます(その他のー殻I酬 はラジアルタイヤを設備しています).ζのタイ

ヤ換量的こょっτ得られる効』時には2機知あ争、 lつ11オンロードt閥 均

タイヤ{チ々ートのラジアノレやスリッ夕、 Wス9ァタ}に換裟するζ とに

よるMVの3倍増α4ページを挙照}、もう lつはスベシ守Jνタイヤ{チャ

ートのラジアル以外の?-iヤすペて}によるメカユ‘ノク能力飢プラスなE

の特典です.

ホパーメカニフクは圧縮エアーを発生t'ぜるホパー77ンを換殺する

よtで、メカニフク能力蝕のプラスを得畠ことができます.

ドライブ1;1.エンジンU司じようにメカニァクによってサイス濯があり、

見合。たbのでないと取りつりるζ 主はできません(ドライブペースチ守

ート参照).

タイキf画筒111;本当りの値段ですが、阪olJtしてす4τの声イヤをlilJ
c.:~のに変えな、土、所定の刻燃は現れませんo :tvl'ぜー7ァンはメカユ



;rーダー

ドライブチャート

ドライブ名 サイズ 価格 タイヤ彊頭 データ変質 * オンo-fタイヤに換接した〆カニックIt

タイヤ シティ外の荒野を走ることItまった〈て・8な〈

イシ，<γ ・ラジアル v 1 200 方ンローが Mvx3.C P 1 なります.

イシバシ ・ラジアル v2 500 方ンローが Mvx3.CPl * スパンダつ ・CQタイヤ:路筒状況センサ

ピレリ ・プロ γク v 1 主泊 :tフロード MV-4O%.R E F+却%.CP6 ーから受付た旬l!!¥慣号にしたがい、量状記憶樹

ピレリ ・プロ ック v2 耳目 :t70- ~ MV-4O%.R E F+耳)%.C P 8 脂でつ〈られたタイヤが路慣にピ yタリあうよ

パッ Fイヤー・ Sスリック v 1 盟血 オンO-~ Mvx3.REF+却%.CP2 う変質するというハイテク タイヤ.品薄で入手

パッドイヤー .wスリック v2 1α国 :tンaード Mvx3.REF+耳)%.C P 2 しに<<、入手補串は50%.:tフロードでは通

スパンダウ ・CQ v 1 宜XXl 両用 解脱 常ど釘り、:tン0ードでItMvx3の速度で定

スJぜンダウ ・CQ V2 1αm 扇舟 鱒t量 行司舵.C P 1:どろもむ 1です.

ホパーファン

グレコ ・ハイモピル H 1 軍閥 R E F +40%. C P 1 

グレコ ・ハイモピル H2 15000 REF+20%.CPl 

モノグッズ ・ソリッド H2 笹000 CP6 

モノグッズ ・ソリッド H3 1αm CP6 

ッタに応じて必要なだりのすペての装備のセット偏俗です.

取りつ，，~完T したら、チベ'ートの指示に従っ τ メカニフタダータi'

変直していって<t:幸い.

[3.3J チューンナップ
チニ&ーンナップI~ílil民主主主メ沖ニッタ.または自らの乎でピルドアッ

プしたメ'11'ユフクの各所(7νーム部tエンジン}に寄らに手を加える二

tを蜘まします.7νームに手を加えるこtで、TPのデ'-11創出"兵務・

i!Il'j" ~ .貨物・~Il"の入札仔ι 後'1'却品L事の入れ.{}え.東u数壇刃1な

r ~、エンジンに手を加え るこ t て'MVlACLの哨加命日f能です.ド

ライブにI~チューンナップl，.う慨念はありまぜん.

7レームのチューンナップ

7νームのチaーンナ・ノプはあ〈までダ四声の入れ待えのみを行なう

ものです.ニれによっτダータ数航が(!，色の部分の変更なしに}榊えたり

減ったりするよ tはありえません.

①TPの入れ物え:各メカのTPは・兵笈 ・ 自主~l'l・貨物・策n・の2つ

に分かれています. ょの敬航I~チューンナップによっτ、片方の数量産が

そのHHの{完成市販タイプの}データの半分になるまで入れ仔えが

可舵です.メカニ‘ノタの積剣による裂やベナルナ4はいっきいありませ

んが‘l酔骨イントの歓舗を入れ締えるたびに$1.制加の費用がかかり tす.

また、どちらか片方が紘初から Oのメカについτは入れ仔えをま 今I~ < 

行なうよ tができません.

@耳障叩効知事の入れ将え : 裂叩が“全制-jJt"てないメカニフクすべてI~.

待部所の量豊中宮島民単を入れ符えるこ tができます.つま机上回ゃ1車両
の装叩効見!lI!i'lil測蘭に晶lHH晶、なEい、うニ tヵ可能なのです.

メカニァタの種類による設やベナノνテ4はありまぜんが、効県単の土cm
I~筑%です.下限はな <r 二かが0%になってしまっτ らかれ、まぜん.

ω%を入れT守え畠たびに$1.町ゅの費用がかかり ます.

③利 i歓変iI!取nデータに会がついτいないメカニツクliTPの・貨物・

来存.のポイントを能。て、 ~n雌絡を2刺殺す るこ t ができます. TP5O

ポイントを消費するよtで'L'I!席数を 1つ榊やすことができ.逆に制官散

をlつ潰して、 TPを50ポイント榊やすこと もできます.組』官放を減ら

す分には合がついたメカユックでも可能ですが.最低 l~却'R:I孟般事な"
れ，;1.'なり~~ん. 鹿絡を I つ榊設するには{新筏席の値段も合めて)$ 1. 

償却が':f~で.邸悦 l つ演すには $5倒防費nWb'b・ります.
エンジンのチユ田ンナップ

句邑

エンジンのチューンナァプは水家エンジンUI:J9ンエンジン4け繍t

にしています.電気エンジンのチューンナップはいうきいできません.

水紫エンジンもカツ世ンエンジンもi血檀111司じF撚鋭釦瑚で.い〈つかの

パーツ変更や調態のほかは帥毛虫色内容はそ主変わりまぜん.

⑥M V雌の7ツプ:エンジンの各所に殺人的な技巧で改Jlia"加え、 MV

艦i'引きょげます.エンジンの舟命11縮ま るかb知れません.エンジン

の償苅やメカニユ ッ クによる大きな~はなれ特別なルールによ 。てチ&

ーンの成否を判定t.~1'.まず‘+何%00ずつ区切ります)のチューンを
行なうか決め.<大型メカニクス>SRでチェックします.+附%のチaー

ン115R 1 、 +20I~S RXで、 +30I~SR):{. +ぬならSR)ι以後1lY%噌
えるごtに5R難易度を1告にしτいきます.1司じ健易度のチェッタはニ

1ft行なう よtはできず.チェックに-I!l:でも失敗するtその且ンジン

は酷!ぃ物にならな〈なります.成功するにせよ失敗に終わるにせよ.か

かる費JIII~、焼時U~96弘.$1ぽ附です. MVの上Rl他I~特にありません

が、実際にうま〈 コ ン F ロ -Jνで~ ot切如こなるかEうか1;1，別です怖を童

ω()<aも出品lliがあっt!ιて、ま tもにi齢五できる古?かにのi世にいるで

しょうかり. ，oi〆信穿当E喝，...~
③ACL倣のア γプ 'ACLをき らに引き上げるためには、 エンジンに

ターボ ・インタークーラーを俗殺す晶か.スー，ぞーチャージ守ーをllH

つりるかのrちらかを選択するこ tができます.エンジンの樋鎖やメカ

ニックによる大きなz!はなし ιuニのEちらかのパーツをo入してI位。
つ"るだりで骨識は終わりです.ターボI~ACLを+ぬ%にしますが.

メカニッタのMVが901二途してからでないと内糊uぜん.1'絡は$13. 

似防τす.スーパーチ-t-ジ守一11ACLを+鈎%しますが、:<.ンジンの

舟命I~非常に緩いもの主なります (GM合併判断入 価格はS 15.飢)()，ニれ

らのバーッi'l書載したエンジンI~通常の惜の悠料を消費するようになり

ます.また、GMtPCの1111聾によりMVのチューンt同じ方法でAC

Lチューンを行なって もかまわないでし4う.



"'"'"ラクターは;LJ二にあるメカニユッタデータ

から姉みやmiilにOòぜτ量検{のベース)~選

んで(I':~ "、.メカユッタのタイプk締部省~III

農については慢Z'Jとkに同じです.今自は可』官反

抹怨のデータのみを掲般しました.プνィで使

うどめ仁は』毒装や装甲~繕般したり、独自のチ

aーンナップ'~したり、司時""'-:l'~鍋別に賜

入しτψνド7フプ~行なう1;:-71があるでしS 

). 

[4.1] 戦闘バイク
バイクは注るためのマシンであり.やは今戦

鵬i旬きで1:ない.側面で間違‘ IJ-li!Jりがき〈反

甑.装備檎唱院については物足9ず.，f(j' ~ も脆

弱'0うるこ tは否めない. しかし戦Jl/.:'リがW
険ではない1:.:(1':.俊快なパイタu，:. まざまな

局面で大事例鮒唱を煤たすに違いな".

バイク量般の共通データ

タイプ H 
臨御崎

1 . 2 事事事
3.4 エンジン
5.6 ドライブ(1発で移働平縫〉

7 .8 兵濠・貧絢

9.0 集貨

カワサカ AB400M (クラッカー〉
形式;モノ 本体価俗:S 2.世泊
タラッカーの基本段針はDM~悦却:おいτな

きれた.当初1:戦場俄線バイタaτ7ーミー

に宛り込まれるはずb'.4.'f.師!のDMW社Jl棋
の際.カワサヵ祉に盟賞11坦が流れτしまった.

fJワザカでは二れをより Pーズナプ仰にyファ

4 ンLτ~tilllにデビューl!> せたのである.

REF/MV :ぬ/70
ACL/BRK: !却/ω
HP/DC : 5/0 
TP<A/貨) :ω/0 
嚢買 : 1合

寝明日

@濁ー物}

エンジンCP
ドライブCP

: (AX/4悦)

: 3 
: 3 

コンダ A Ml000 (サラマンダー〉
形式.パイク 本体構格。 $4.0∞
パイクメーカーの./!:紘コンダ祉のロングセ

ラ一戦胤パイク. H もtスポーツmに附鈍容

れたマシン'C'.トータルバランスtこ優れている

tいう.最近ー オンロードft様司マイナーチェ

ンジ'f:TJV(シルフィード}が舟越さe、シ9
ース'の息。町民~-r 7 ピ-;vLτいる.

REF/MV : 17/80 
ACL/BRK:4(νω 
HP/DC : 8/0 
TPOV賀) :剖ν。
祭賞 : 1合

議開F
@遁ト棉〉

エンジンCP
ドライブCP

: (AX/4蜘
: 4 
: 3 

1B 

サクソン GT1200T (ディンゴ〉
形式:トライク 本体価格:S6.0∞ 
戦"によし、経い相官hの連圏直によιと韮れ。

つ〈ぜりで、特にハスラ-1:人事¥IJ'高い.r，、ン

ターに石を傾げればダインゴに由たる』い・う宵

:IIiまであ札それを聞吋ばこのマシンがいかに

IIIしまれているか型"でFるはず1:.
REF/MV : 15/60 
ACL/BRK: 35/45 
HP/OC : 1ル〆O
TP<A/賀) : 1ぬ/句

集員 : 1会

慣申

包霊・4章}
エンジンCP
ドライブCP

: (AX/7鴎}

: 5 
5 

(SALAMANDER) 



' ， 

~7ハ BX1300 (オサフネ〉
形式:バイク 本体価栴 S9.000
2給懐量槻l.il(い・うキセッチコピーで3ll品L

I~織別専用川イタ.防悌タンデムコタピット'(".

1量J唱血腐のがンナ聞が虫港管制~行なうようじ

'.勺てpる. バイクの弱点たる脆弱性~極限ま

でカバーしむ凪'断.倹量刑生1:1Jlなわれτιま今

たかtそれでも.C:強い守シンだろう.

REF/MV ・14/ω
ACL/BRK・相/50
HP/OC ・14/10
TP伊L〆貿}・ 150/0
東員 。2合

寝間F
包譲歩イ軍) : (AX/依田区}

エンジンCP ・4
ドライブCP :5 

ギラーロッシュ H B (ベルマニヤック〉
形式;ホパイク 本体鋼絡 :S 17.飢附

ボバイク U:パイタ"のオ-..，，(-メカニッタの

ζl'("l)る.ベルマニヤフタは?背後2悲のファ

ンによ今τ定行ι.通常のパイクをはるかにJ二

l副る迫Jn懐釧生をイiL't" .る. Lかし、非常

に不安定tもう弱点もあわせt.yち.ライダーの

パランス感覚が何よりも必要ltうれる./lI-/1I 

のよでは.十J 叫タでの<JIl!..t)1(全般〉チェッタ

1: rんな場合ずら x>.ftなる.

句7

<OSAFUNE) 

REF/MV : 18/間

ACL/BRK: 70/70 
HP/OC : 5/0 
TP(兵/貨) : 40/0 

薫" : 1合
艇事

笹沼トイ寧〉

工ン三たノCP
ドライブCP

: (AX/2伍地)

: 3 
: 2 

(VEAMAGNAC) 

Fータ



国車庫庇

[4.2J 戦闘ホパークラフト
破JI*パークラフト1:，*/('-システムのilT.lt

量肺主.耳目迫性をうま〈取り入れた艦載制メカユ

フタでゐる.J~装4昨側VJは低いもの司、ヂピ

ューかもかな9の取が:m由。たため、制合に官

f画τ.般車胤IJIII:巡ιている.ホパータンクや

パイタIttllJ搬な役酎'1..待つメカユフタfなも・

たのか.;t;.パーにしては鐙え日な走行性能を持

ち.その仏 'JOlIII'Jい・えるfごみう.

峨鱒小川ー宜恨の共通データ

タイプ H 
組題盟呼吸

1-5 本事事
6.7 エン沈J

8 ドライブ(3発で移動不調t)

9 兵疲・貧朝国。集員

ベントラー U F (アダムスキー〉
形式:戦網ホパークラフト 本体価格。 S6.個目。

JI'需にコン'/'タトなっ(9のワンマン純腕ポ

パークラフト1:.術書のベントラー祉念鳴庁、L

1~ζの低価怖に出時111!色が欠陥商品ではない

かと縫いの目を向日たものどっ1.:.しかl.そ

うで<t，.~tI1アダムスキ』が島地'("~I'τい

る峨*を且れI，!llJ!らかだろ九

REF /MV : 17/1∞ 
ACL/8RK:切1/40
HP/DC : 9/0 
TP供/買) : 1∞/切

里民 : 1合

額昭

俊酒・骨)

エンジンCP
ドライブCP

オーデル

: (AX/5鵬)

: 3 
: 3 

8HC-300 (シュりケン〉
形式。殿"ホパークラフト ぶ体f副首。S10.航聞
大干メーカーでいち早〈械創:rJt.ータラフト

セ発漉したのは会-1"，1.1社1:..，1.:. ~~.段1付文
術..持ちながら.ょのげJν紳腕剛哨H

τ恕1t: ~ せなか・ったのは恒ltJP)声明に起闘して
←る妖 f郎、勝手はよ<.i'f'判らよい.

REF/MV : 15/90 
ACL/8RK:4札/40
HP /DC : 12/10 
TP<A/貧) : 150/1句
集員 : 2合

Ml 
@揚ー繍)

エンジンCP
ドライフCP

: (AX/民防}

: 3 
: 4 

[4.3J ガンドッグ
3ゲンドッ.?'I玄武紫プラ ット:t.-ム1二車l錨な必

勝がついたフ"ルムのユユータなオープンフィ

ールド(.illl暇別メカユァタ1':.ヨンパットシエ

Jνより大きなベイロードt.ンセクタ目..J:.I'I 

る側b低また~T4 のヨンパタトきがその4ヒ

ールスポイン九よ占、える.裟鱒メカの弱点であ

る槻腿腐の優るな鱒部に傾増設備事れて川

ダッシュローラーにようてタY7事れている.

フルタイム積五脆l選..可能にしているのは‘

"によるZ繍釧宝+ローラーによる高進伎と‘、

う111県効燥のたtものである.その分.パイロ

ットはかな'のスタミナ..irt粍する t古われτ
いる{初めτ車ると-fl・ずゲロ制t<い寸柑'i!切

る〈らν).しかし.蟻偏販インセクターと して

みτι よ9生還唱のi明いワンマン後量伊沢ァド

tιτみτも.i!tιτIJIなm勿ではないはずt:.
"'-'" J::('I.I!邸時動とローラー持世的明繍主

~-，分りはなし常時、必要じ応じて使い分

りられている色のと寸る.

ガンドッデ企恨の共通データ

タイプ ・M(ローラー使鰐帰宅州}

輯磁波呼吸・

1-5 草体

6 エンジン
7.8 ドライブ(1発で移動不調ti)

9 兵叢・賃掬。震員

8 ダッシュ任う叶孟廊局¢糊で、演厳守き
宮t主品

句B

(ADAMSKY) 

記 Z望号
回ーー豆;;::...-.:

マキシム
イ空写

G 0 F91 (シa ターダック}
影式'ガンドッダ 1+:1本編怖:S 15.0∞ 

勺キシム祉は調講'/1:l:t.離を1'<抱えてわる4

tτ可I名である~r. シューターグツタの開姥f

11. IIt'm.i:師会噛焼却問どんで似tに引き肢

かれてしまう t，.うアタシデントが発令した.

彼I!lM I 祉に机 ・τ2ピーモデル..，.，J<~ぜ

た.マキシム11li¥>[lt担;延で4・9たのだが.

制潮社111司じシルエフトtスベフタ制竹マ

シン..!1"""ι絞りるこ tになり.ユーザーをill・
.lt.t>ぜτいる. 1M P艇のJH92 (チキンヘァ

ド〉は価格がS田町奇いだ11τ.あとはよの毛ダ

ルtまった{同じ能力...;している.

REF/MV ・25/35
ACL/8RK: 35/35 
HP /DC : 10/10 
TPU;も什圃) : 2∞/0 
集貨 : 1合

厳罰F
@沼ト寸寧}

エンジンCP
ドライブCP

: (AX/7f1;単)
: 5 
: 8 



グリフィス

DRX-3200 (トップヘビー〉
形式:ガンドッグ #体偏俗:$ 19.国田
ガンドァグlllHll:出避れたグリフィス仕τ1:.
トァプヘビーのヂピaーシ .?τlk悩n'~..Jt 
~~Lf~. 会場智備金わざと下1曹1: ι. 総意にテ

ロリストにトフプヘビーを強奪事せたのである.

テロVストは青島れして事件tιτIU遺書れる

はずだ。t:..ιかし.犯人はあま修司東9七地

の軍事に5骨t持たないうも仁ヨタピァトでや

。たり tなり.逮捕H l.τι1..， t:..ょの騒i!
'(:11ンドァグのIti~援の調!~f:lI l:大々的に立

1';されたのである.

REF/MV : 22/30 
ACL/8RK:30/3O 

HP/DC : 12/日
TPα毛/貨) : 250/50 
業員 : 1合

事原

告置→量)

工ン三たノCP
ドライブCP

[4.4J 

: (AX/7a厄}
: 6 
: 9 

ポケットタンク
~-tヲトタンクは戦耶..悩RU ，(.小強化した

メカニユヲグ申ように.Il'.われτいるか'.起はヨン

バットシエかをはじゅtする{輔人戦創:す~.;"..に

近いメカニユッタである.つま9人"であるb"φ

えの開地，吋量距縫移j))I:，向かい'.r.必抑制1が
緩い、メンテナンスが縫しいなnをタリアしf.:..
蜂{じ!v兵の車商tt.:tえるメカニユフタ主のI!.

tlンドッグIH'ではないものの、陪U~性1:事
仁貨物スペースレI、きも・ので蛙耳腿の旅には

向，.τいない.曹脇町二ιτもオープンフィール

ド戦よ 今司市瀬 川量入するt本領令発搬するメ

カニッタである.

ボケァ争タンク全般の共通データ

タイプ :T 
田B!IlIII<平署l: 

1-5 事事事
6 エンジン

7.8 ドライブ(1発で穆動不便)

9 兵援・貨物。張費

現島安置エ PT・508V(オクトボール}
量生式 ーポケットタンク 本体偏俗:S J5.四)()
オタト :t"r-Jyl::tモケァ トタンクがE うい。f~

兵酷であるお}日でわかるダザインをしτいる.

，)、事な:f{j'.( C:，%ts力のエンジン..，首相し.パ

イ タなみの機車刷1U* フロードでの)~~巡..，寺

弘強畑なぜず4τ盲直に対Tるのである.~j地
戦什憾のカラーが強いj1;器でありながら、メカ

ニッタ ・ ポテンシペ・ルは非常に高いのでI~い:l\

はあるはずだ.

REF/MV : 20/80 
ACL/8RK: !却/50
HP/DC : 12/ぺO
TP(兵/賞) : 250/0 
寮員 : 2 
療事

G包昏 暢}

エンジンCP
ドライブCP

: (AX/7伍16)
: 2 
: 5 

句S

データ

(TOP HEAVY) 

北京電脳号式 〈短議経〉
形式・ポケットタンク 本体構怖 $22.悦同

極東エY7'(~ トップクラスの破剣戦別メカ

ニック ・メーカーであるIlllltb'lltIOl舎かりて送

HllLfcポケットタンク.机111伎を迎lRLたた

め、多少*:'I!化はしたものの、バランスのよい

11:.上りを見ぜている.

REF/MV : 16/60 
ACL/8RKぬ/50
HP/DC : 17/20 
TP俣 /貿) : 3∞/ω 
銀民 2 
渡申

包遭トイ車}

エンジンCP
ドライブCP

。I.AX/脱船

:4 
: 6 



国軍顕在

<OCT-8ALL) 

<KANGAROm 

2 0  

[4.5J シェルキャリア
ヨンパヲトシェル1:側人脈JlJメ:1Jtしてはか

な9制捌1Ji'f.tっているが必修制聞か焔<.

1胡婚の移動には向いていない.シェルキ守F

7はζのr.:1越金解決す'"( 1・1姥 ~ltlcWJlIハー
フトラック/移動メンテナンスベッドだが‘ n

-"ストが第一揖1'1'であるとめ、暑の性能は非

常にお組氷tいわざるをえない.LかL.ζう

いった時のあるわき役も.ドラマには必'Zt'('I!

ない1!ゐうか.

シヱルキャリア全般の轟通データ

タイプ :T 
組厩蜂呼吸:

1-5 事事事

6 エンジン
7 ドライブ(1発で移動不能}

8.9 兵議・貨初。集貨

ハマ- MC10 (カンガルー〉
務式シ%1レ牟ャリア 本体f匝怖:S 5.低周

ヨンパットシ;S./VI慢をf高級できる根錐If.Jな

シ~/.キ守リ 7t!. :rンパットシェルのをずN

チェンジは由民草非常にJjl.<な今てきτぉ'>.カ

ンメ(，νーに般ぜられないをTIVt，$(な。てい

るtぃう.

REF/MV : 4/30 
ACL/BRK : 15/30 
HP/OC : 7/10 
TP仮/貿) : 1∞VCSXl 

事足は200



里民
慎事

〈盆奇骨)

エン三とノCP
ドライブCP

: 1合

(AX/4W6) 
: 5 
: 5 

ザルツハイム SCL(マザーグース}

形式.ンエルキャリア 本体価怖:S7依田

マザーダースIt2按のヨンパァトシエ，...，甚

載できるシι，.;号、・971':.シェルキ司・Y71: 
可変ヨンパァトシェルやRAFTシステムの曹

IJIにより、やがて迩..消す三とになるだろう.

絃i!のメカユフタだ玖いま鴎入ιτu。て

"lIlt.いずれプνミ7がつ〈かb知れない.

REF/MV : 2/25 
ACL/BRK: 1ルワ5
HP/OC : 121〆10
TP俣/貿) : 1初/CSx2

または4∞
銀貸

装甲

{主骨格)

エンジンCP
ドライフCP

: 2合

: (AX/4伐)

: 5 
: 5 

[4.6J 戦闘パギー
戦廊パギー1:ハンター骨相:ランドプラスター}

仁，.，τ政も11;いやすいメカユァタのひtつ1:
ゐ九並行性能らよ〈、まずまずの兵量産がI~械

でき、 f・1い‘ぅτもシティnllの旅にItlt，過であ

るtいうのは強み1':.価怖にιτら千ごみで.

ち らに金をかHょう t且~..r.. lt誕是のい〈マシン

I:tt.上がる1:ろう.

パギー全穂町提通データ

タイプ :V 
組恕建呼吸.

1-6 事事事
7 エンジン

B ドライブ(1発で楊動不健)

9 兵重量・貧初。東員

エッサン BB  (プッシュランナー〉

形式 :ftIIパギー 本体{耐由。 S8航帥

プッシaランナーはパ~ーの中でもライト級

'C'.経f島幸を売り t寸る~ダFである. IfjJ，品f
11)人民IHずまず主い今た感1':.ハンターはや

はり股棄を長周I'l'.，，:.~えて、より大型の~デル

...，.む傾向じめるのだろう台、

REF/MV : 10/65 
ACL/BRK : 35/50 
HP/OC :低/10
TP(兵/貨) : 250/1ω 
現員 。2会

護問F
倍強ー傷)

エンジンCP
ドライブCP

(AX/自路}

: 5 
: 5 

XAX 
B U505・2 (ライトニング〉

階式ー破鱒パギ一 本体f両情。 S10.低地
鞍胤車両メー;fJーであるXAX社会唱'ifllL 1: 

パキ'ーだが.エンジンメーカーとの悩揮命gうま

〈成立't!1'.低速の忌ンジン骨格載するよ主に

なうt:..しかしオフロードカー/戦問メカH
τ見たj晶令.それはE飢になる~ <でもなレ1:
みう.

REF/MV ・8/50
ACL/BRK・ぬ/55
HP/OC 目/20
TPOV貨) : 3ω/120 
東員 : 4合

型開F
〈金量4軍)

エンジンCP
ドライフCP

: {AX/割拠〉
: 5 
: 5 

ローテス 405C X (イダテン〉

第式 。戦鵬パギー 本体鍋椅・ S13.0∞ 
械"，'~・-，言えI!. I追朱の~t~'_に戦闘筏

舗を拷LI:'紛がおfIIJ.!が.イダゴトン拡ドライパ

ー.)ゲンナーをタンダム配ii:L.眠品輸<Jなずザ

イン..1'ドり上げてヤる.純臓別IHUμ、ふそ

の住健はすばらιぃ<'・うはEのものではない

ようだ.防水加工が品:されτJtl).'1柑軍2m;!

f司>i~輔なら渡るよ t ができる.

REF/MV : 12/55 
ACL/BRK 初/50

2句

データ

(IDATEN) 

HP/OC 
TPG!l-慣}
寮費

寝間F
包濁ー物〉

エンジンCP
ドライブCP

: 10/30 
i∞/切

:2合

: (AX/7rP6) 
: 6 
: 6 

GAZ 88A (ラタ〉
影式殿"パギー ヨ似体価格:S 5.依岡
臓"，'ギ-，官うよりは、{目桜ジープに近い

フ*'ν4・k性能..待。ている.ダータのEζ.. 
見τも秀でていると十うらのはなし きH て

使い物にならないというはt'C'らな仁 ζの破

総司値段がラタのす4てを袋Lτいるtぃ。て

ら過台ではない.

REF/MV : 7/45 
ACL/BRK: 25/30 
HP /OC : 10/10 
TP伊VIIl) : 2∞/80 
最貝 : 2会

額甲

信彊ト輔}

エンジンCP
ドライブCP

: (AX/4居地〉

3 
3 

アスラーダ MAX7(サンダーフオックス〉

形式:ftIIパギω 本体価絡 :S 22.0∞ 
DMW祉..泌祉.1&.アスラーダ・プランドで

独立..*たした;fJーヂザイナー、パウアー氏の



lJI/DI.施強「

(RATA) 

遺11"のひtつU.τイf包でみる.ll:l:f{-l:ダル
の保11'..発様ιただりで砲の死..遂げτしま。

たのτ草純血をi!It t~カにそれはk もか( .ニの

毛デル1.1/'ギーもLからIlj"ザ4ンて'"iDR.:，.れ

τいる.ポデ4構庖はかな9慢性にな。τいる

が.それ以外の能力1tJ1l-械であるニu:nlJ遣
いない. ~}j...，水加I;がなされτぉ~. ，将軍2mま

での浅瀬..illるよと島できる.7νミ7つきの

よのマシンは躍が良〈な，.t入下できな弘、入

手線削減勝利減.

REF/MV :低/70
ACL/BRK : 40/70 
HP/OC : 5/10 
TPUV貨) : 3切Vl別
業員 : 2合

装甲

俊郵・4量)
エンジンCP
ドライブCP

<AX/5(f，単}

6 
:5 

(THUNDER FOX) 

ee 



[4.7J 野戦ワゴン/CSCV/LAAVなど
車両の・l'でふパギーょ，大事〈、ワゴンt

1.: 1:.純益~1 1'if(のシルエット ..r.竹市峨則IJI!両の

パy，，-ーシaンは芽(ri-(F..，.る.~のサイズの

メカユフタはf(!J尭地r~の移動/働基ゃ後方から

の戦制支援にら..， lもi直しており.fl‘.n司かの

愉i且(AJIU."ンバフトシ，%.ルな1:)..行なう糠

嶋タクシ-lLτの役蜘lを倒。τいるのである.

ららみん日蹄に戦闘も.r艇なデザイン仁なうτ
いる.

• CSCV: Combal-SheJl Carrier Vehi. 
cle 
•. LAA V : Light Assisl Arn、。red
Vehicle 

野積ワゴン嘉全般の蝿通データ

タイプ :V 
置車建梓司R
1-6 写体

7 工ンZむJ

S ドライブ(1発で移動不調f)

9 兵按・貨絢。乗員

コングオート V 6v (グランパ 〉

影宜 野徹ワゴン 本体:flil骨:S 18.倒防

'1鞭ワゴン1I!4-6人〈らかtでのチーム

fの混m..考えた1.1'噛別補同のこtl!.純閥ら

可能だが.1:ちらかい・うと長距R置の移銚町

軸鰍i止オフロードでの'.it11骨量Ù.~I:W怜れ

τいる.パギーや号事'1・4tよ 9喰力的に古る色の

の、タルマIIτのfi!'.やす:.，: 11む 干がある.

REF/MV : 6/ω 
ACL/BRK:ぬ/40
HP/OC :低/40
TP(兵/Jl) : 3動/蜘

量員 : 6 
護甲

制崩}

{後置)

<.tIJ!!) 

: (AX/~) 
: (AX/5a埠)
: (AX/5船

エンジンCP :4 
ドライブCP :5 

シトロアン FV-04K 
〈ファイティング ・アミーゴ〉

m式:野戦ワ耳ン本体1耐担:S 14.似岡
一般'11両IIて有名なワゴン車、 7ミー"'''

ベースにしたf~職ワゴン. はかの'剣匝ワゴンに

比べ小型t'.車体役割，.二11コンパッ ト"，%.ル.. 

l倹つ9下げられるラックがついている.ょの

オマケがハンターチームに好併な層Ullの~'l つ

ではない1':'>うか.杏らに‘アミーゴのヂザイ

ン..見ている l"'.，.ンフ官1分になるから耳切明R

REF/MV :7/45 
ACL/BRK:初/50
HP/OC : 10/30 
TP<Jも"J() : 2鈎/現ゆ+CSX1

農民

懐問F
(庫I11III)

{畿道〉

(.t濁}

エンジンCP
ドライブCP

6 

(AX/4刷
。(AX/4総)

。(AX/4底地)
:3 
:5 

アン パサタール CCA T (卵 王〉

形式 CSCV 本体価Ii'f:S21).O∞ 
CSCV 1I1"ンパァトシ，%.1噛 i且/総跡

調のニ 1:.t!.卵 Eはヨンパットシェル4検を概

観するζkのできる6給メカ品ツクで、シェル

11111刷局側面II車部時計3~量治鳴り ついた形で

匝1定:H之、ブースターを使。てのスタランプ斤

先週も可能とな今ている.~nl1シェルキ守リ

(RAN-OH) 

23 

Fータ

7のようじメンテナンスベフドtしτの後能世

情。τいるだりでな仁犠器機fl!.l'Jld嘩内に

2名ャ州ιプースター遡棋のスピード織給も

可能である.斗 茎 臨 界=ムを掴iむならこ

れ以J:<1;時1;11
'
tt'l:ずI!.

REF/MV : 2/40 
ACL/BRKぬ/30
HP/OC ・15/10
TP<Jも/貨〉 ・割目。/2∞+CSx3
乗員 ・5合(シJ:.IW諸 事ず〉

援申

制獅〉

{後置〉

は濁}

エンジンCP
ドライブCP

: (AX/7f1J6) 
: (AX/4f1J6) 
: (AX/4Oi尾}

: 5 
5 



国型顕在

プジョ- A T V-170M k 11 

〈キングピン日〉

影式:LAAV )付制覇栴。 S28.0ω
LAAV tlt低記鑓鈍'1明tの~tである.キ

ングピンはよ?J:(の車Jlt"紘i止し‘捗抗戦測

の.1<:授をするためのメカユッタfJ.野破ワゴン

より戦98~向"(".ハンターより傭ぬ:ilUのメカ

ド、える.鰍~たる制服'I'JIIIH'デラックス

でな(.貨物スペースIt小色いらのの.耳硬な

邸席t"取州、え11'.M.的な戦品輸過剤耐とな

る. ホl1Ii2mまでの1l1~1能力を1.\'ち、また;al~
鞍測に繍ぇτ、エνキシ-/Vドが蝶副院伎f暗号れ

ているのがうれL'・-
REF /MV : 7/60 
ACL/8RK:羽V40
HP /OC : 20/50 
TP(A/貨) : 450/1∞ 
県民 : 8合

獲甲

(防闘琵}

(後酒}

t且lIi)
エンジンCP
ドライブCP

: (AX/割耳障}

(AX/3邸}
(AX/耳目崎}

3 
s 

<SHTUAMOVIK) 

[4.8J インセクター
イン4ヒタター=宰鶴戦闘ピーク仰の雨量的岐

1))じ符。てか、最近"("It!lf持動システムt"探m
ιI~メカニユァクが事〈姥淡色れている.ιかL、

インセクターじはすでにステイタス合唱配的れ

τ1<9、市場におりるシ'"71tまった〈下がる

主治!t"見ぜないよう1:.
さまざまな長所t勉奇をあゐぜもっ4の勉11

あるマシンは、よれからも LI.{ら〈の問1.戦幼

から司~t"摘すζtはないだろう.

インセクター全般の共通デ四タ

タイプ :M<Af務署V)
閥湾問耳慣:

1-5 事事事
6 工ン三とノ

7.8 ドライブ(4111=2発/6111=3発
で移艶不明ti)

9 異重量・貰初

日 東員

e メ力ニック・3トタ叫にτ礼、てd施主E
インセクチペDトラベルタイ明証あく寧で鳴

館輝扮もので、 純正昂のオフロードタイヤ以外

のヲイゃに鍋・'1ることはでき雪ぜ1v.エンジ

ン換唖"の焔ヲ系ハゆデータ変阻ま樹ラ鱒と定

行臨調肪にま草して行怠い聖哲.

ロマノフ MKV (ヴァルムピク〉

形式:4"インセクター 本体価倫:Sω.侃)()
グアルムピタ k 暑のf'~I=1たちはその運用の蹴

しきに島かかhら-r.ヂピa一以未開師約な

ファンt"筋I}L絞りてきた.パテントを独占す

る0勺ノフ主tの今日の姥腐はIH..に二のメカ

ニユ ヲタのI<~げτめる. ~ンセクターにはホピ

ー?シンkιτの自需要も事(.そのため7<悩な

そデルチェンジはよれから弘行なわれないだろ

う.

2 4  

REF/MV : 18(定行筒12)/10(定行時

40) 
ACL/8RK・10(定行筒4O)/10(走行関

40) 

HP/OC 
TP伊ν貨)

業員

畿南F
G四ー偉}

工ンZとICP
ドライブCP

:14/初

コ∞/ω
: 1合

: (AX/7脱〉

:4 
: 5 

ロマノフ HMV (シュトJレムピク〉

形式 6脚インセクター 本体鮒骨:$80.0∞ 
シニ込トwムピクIt4郷町・1'/7'11'ムピタのマイ

ナーパージgンtLて:1!1J1布署期に発波書れ

た.tニ1)"(".、モスクワ刊議きれるIヌ液晶

の貨の混在1:1;;輔:JI'rr'.インセクターの陪働織

の低きもをれ仁起臨している.ユーザーからは.

モスクワの工場f日本人を廠う会九 工場を東京

に惇しτ欲Lいtい音声が$(めが今てャるt

のこ ~/!.

REF/制V : 18(走行時10)/8(走行時

30) 
ACL/8RK: 8 OI!行時30)/8(走行時

HP/OC 
TP<#も/貨}寮.
痩甲

往置ー傭}

工ン手とICP
ドライブCP

30) 
15/20 
初 1/1∞
1会

(AX/7(f;地}

4 
3 



ワイズジャパン
J X 0 (ゲイシャロード〉
影式 4l1liインセクター本体i匝倫:S 120.似蹄

ロマノフ祉以外のメーカ聞から発法書れた喰

ーにして結後のイン4ヒタターがζのゲイシ守口

ード1!.11:11'*駄の立高温県ワイズグループ

11ロマノア社tの車取~~I~ ，二ょっτパテント

をとr..q;.間l1!unぃ去り.優秀なスタッフの手伝

ょっτ~の賊ÆモデIvtデビュー杏ぜf~. IUI 

発問"1'が井需に短命・勺たたの、 トータM イラン

スの車いマシンになうたが.話魁性1!II'C'i此Z
のい(，'~れ将きを配草会したら ι 弘 、 ζのそデル

の入手械事1130%である.

REF/MV ・24(走行時 6)/7(走行跨

40) 
ACL/8RK・20(走行防相)/2収走行事事

40) 

HP/OC 
TPGV貨)

寮寅

襲里担

俊郵ー偉)

エンジンCP
ドライブCP

[4.9J 

・9/20
150/50 

: 1会

: (AX/使協}
。2

4 

ホパータンク
rいつかはホパータンタJ メカニァタ.. 軒11.. 

e耳むハンターなら舗でも日にするセVフf!.ホ

パータンタがI.tぜこれはEにi百十人li¥..保っτ
いるのか、その現rbl1筒!1l1..'ろう.プロに本吋

1:必要な持ち物は、鈍置な麗鵠叩車両U.;{ 

潟な経剤耐'C'~.平足がついたイロそノメ :fJで

もなt、傭;Jiに身..守れる重1'1fない量産11'，す

ばらしも嶋脇肘主除歓を紛持する大蝦兵2品約書
債fきる兵装スペース、このす4てを量白備え

たメカユヲタニそがホ/'ータンクなの1..'.

ホパータンク全種目共通データ

タイプ :H 
経lIJd!Il:I褒:

1-7 本体

8 エンジン車窓Ia:
ドライブ(5発で移動不調~)

9 兵滋・貨絢。寮員

フオート H T005 (レミング〉
影式:ホパータンク 本体価俄:S8O.刷)()

νミン.?'I1'和』タンクの中では情合h惣の

そダ'/VI'::が.7治-fW>可TちlsL t.: r速度軍!-J

t いうコンセプトによっτ、各方面から:1'(の

データ

(GEISHA-ROAO) 

I主目を集めτいる.走行系t二i1(きを ~Sいたデザ

インながらも. トータル性能は拠品できる抱E

r，lである.

REF/MV : 15/90 
ACL/8RK:ωv'3O 
HP /OC :.20/20 
TP(兵/縄) : 400/ω 
難民 : 4 
議申

{鰐厨}

(録画}

WIi) 

エンジンCP
ドライブCP

: (AX/7匝地}
: (AX/7ff;単)
(AX/7(f;16) 

6 
: 3 

IMI HT-PM (ボクサー〉
略式ホパータンクか悼i轟怖 S 100.田川

兵器メーカーである 1MI社11.新民官占た

だちに戦場に役人しτ商品のIt:悌テスト tr(f~ 

をF蹄に行なうれ、う作;康的な経科戦術τ￥f也
でめる.:t!タサーも例外ではな〈、文字r"'，

W晶の損じょっτ鍛えられた第一輔副帥兵容で

ある♀ H 7'ピs一時に鉦明ιτいる.

REF/MV : 13/80 
ACL/8RK:鈎v'3O

2 5  

HP/OC 
TP伊VJII)
農民

議申

(肺癌)

(後置)

は薗}

エンジンCP
ドライフCP

: 25/30 
:蜘/絢

: 4 

: (AX/7居地}
: (AX/7(聡〉
: (AX/7(お}

: 6 
: 3 

JM M-69C (シュワJレツコ7C)
形式 。ホパータン? 本体価111:S6O.0∞ 

ニのそダJνの!阜娘たるホパ田タンクlε7ーミ

ーのl!i制二よ今、 JM社が令1J..あげτ間接Eし
に草川メカユックt，:.，I.:.Lかし.そのそデル

は綿々の駒Hτ耕!81il町fjiJI:不保nHな札'，1計二
跡、た先行量産lI!5OOI働 L令市llll:!:量1I刑 事

れたのである. 現在、盟諸~れτいるCタ4 プ

はグνードを低下5ぜたF 般itW!が.乎ごろ

な偏織で人~\はまずまずとい。た t ニろ.先行

量温情同メカユフタずータはそれぞれ剖泌3脅し

tのこ tだが.人子は闘... 

REF/MV : 12/80 
ACL/8RK:初v'3O
HP/OC : 20/30 



国型顕在

TP<A/貨)

祭賞

装甲

側獅)

{後飽)

〈主部)

エンジンCP
ドライブCP

400/2∞ 
:4 

(AX/7伍単}
: (AX/4船
: (AX/4伐)

5 
3 

アストラダイン

5BHM&5BHF 
〈マムート♂(または♀))

形式ホパータンク本体c!lIim:S 150.町田
!f!"'，，'ータンクtLτ姥~~~れたこのそダル

氏 自殺di'品では入れを1・}ることができなか。

1.:..換fJIf:I:h'央われたボパータンタカ閣情f>れ

るわ日もない.Lb'ι、兵穏やl-¥叩.t 1~lt瞳
物輸i止にiill1:' ilt! <ならhOjのマi/;';"(， ~日に

アーミーでは大良線111的約:している.lfl~HS

BHMH雌型(SIlIIF)の2タイプがあ仇鍵

1lltT l'の兵〆貨のFータが入れM'b勺 1~織地

¥ 

・¥
'¥" 

¥、

!J硲毛ずrνである.

REF/MV : 9/70 
ACL/BRK : 25/40 
HP/DC ・32/40
TP伊V貨) : 750/250 
東員 ・4合健 量s合怠し}

畿圏F
(]i)剤師}

{後鍋}

<..tm!) 
エンジンCP
ドライブCP

: (AX/8匝埠〉
: (AX/5a地)
: (AX/5匝単)

: 7 
: 4 

2 6  

(SCHWAAZKOPF・C)

(MAMUT-MALE) 



[4.10J 装甲車
いわ申る駒匹即同lIl2iIJ'll【両はすべて滋叩

11{U~tれてャる. かつてはw式の袋町'刷会t

i村宜どったが.サスベンシaンの苑i!t号の速

111の賓化に伴勺τ、!Illleでは桜槍式のらのが1
1車に，.うている.袋叩t:/()lI:'RJ開!II長崎町中で
もトップクラスτ鴨場町花形だったのだが.高

火力J<.1.jの2 ンバクト化t慎劃泊;Jil優先.~患に

よ。.いまやホパータンクなEに暑の地伎を尚

治・~れつつある t いうの会勾ι'KJ!.

療事厳重鍛の共通予ーヲ

タイプ :V 
輯思疎昨壊.

1-7 事事事
8 エンジン宮廷は

ドライブ(6・=2忽 8・=3発で

移動不能)

9 兵議 ・賞絢

O 鰻員・護申・のタイ判草湾局の臼7.)(方ヌヨードタ

イヤ}で、 績獲でき宮包Iv.

DMW 
F V-l04 (シュプルフント〉
形式 6睡."'. 本体婚情:S 40.0∞ 
J修〈のハ4テタメカニァクの守J品により.多

少111式化したものの.ハンターの索後tしてみ

たj品合、袋'1叩1:いまなお(:執・1I1伸t!1>;. 
シaプルフントはも今tもよ〈見られる甑嫌圏内

な技叩l1lである.

REF/MV:7/60 
ACL/BRK : 20/30 
HP/OC : 25/40 
TPGV貨) : 650/500 
集貨 6 
額四日

償還燭}

〈後濁〉

(.t箇}

エンジンCP
ドライブCP

: (AX/8a尼)
: (AX/8a尼}

: (AX/駅泌}
。6

:5 

2 7  

データ

三木盤工 A V60 (ウォーライノ〉
形式 8蝿畿甲怠 本体価俗:S60.0ω 

ク*ーライノはその巨件唱え、;1:(の兵役・

袋叩 .l't1恥そして火忽管制のための81'0の県

ilを俗紛できるよ?になって十ムハイテタに

創るより、圧倒的なファイ7ーパワーで押Li
〈るの色<Hつの峨術には違いない.

REF/MV : 5/60 
ACL/BRK : 20/30 
HP/OC :30/50 
TPGV貨}・ 750/6∞
祭員 ・8
装甲

側 聞}

{後燭}

<.I:lIII) 

エンジンCP
ドライフCP

: <AX/以泌}
。<AX/;政泌}

: (AX/8a巳}
:6 
:5 

<SPUAHUND> 



回盟問底

(WAAAINO) 

(KUGEL 8L1TZ) 

警弐三〉

-・

es 



トヨオカ
C B V-l019 <クーゲルプリ白yツ〉

形史:6舗儀甲車 車体価格:S 27.0ω 
経常fí!.l量に陥ったトヨオカ社~I!. 本来の社

1&，二逆らい r~ヒンチュリーシPーズ』心、う一連

のP ーズナプルなMADメカニッタ..~邸H..t.:o
ターグルプ97ツも4のラインナッフ内l'のそダ

ルである.総倒~JI二 11他社側詰lνベルの袋'I'JI!

じそう劣らない能JJ..e拘.?~τいるが.致命的

な弱点がひとつどりある.をれ11J泌袋叩の防

体制噌助二郎‘れ、にとだ.

REF/MV : 6/65 
ACL/BRK・20/30
HP/OC : 2V4O 
TP俣/賀)・ 7∞/550
祭賞 6 
感想

棚獅)

(後濁}

(J::IIB) 

エンジンCP

: (AX/棋泌}

: (AX/成田岡}
: (AX/1腕}

:3 
ドライブCP ・4

データ

[4.11J トレーラー(トラックおよびカーゴ)
トラック11カーゴを11揚棄するζ とでlつのメ

カニユゥク t~τt量ht、そのま tHはト ν司

ラ-t'f.tれる. トνーラーは.らちJうん$(

の貨物..愉i草するためのメカニユッタどが.はか

じU引11法はある.移動する性婦としτ.l.atI 
降パスtして.またハンターチームなら戦車&;I(

両をカーゴt二』高級して移動潟地とする二と色可

能1:みう. ζういった応川のためには砂川の7
クセサF一、バ'-;y ~制9Uするか.または附途

g'lのカーゴを{山11する kい‘・だろう.

ちなみにカーゴに持訴を裕被~. 1'<'1'-(11.1め
れば戦JlIIl両tこらできるが.1iW..バトルト ν

ーラーなる.よ 9効事よ〈武3をできる戦制JIIト

νーラーが世リースされた.

bラック全般の共通データ

タイプ :T 
制湾問項;

1-7 本事事
8 エンジン車窓1<1:

ドライブ(1発で移動平副巨〉

9 異議・貨物。業員

カm ゴ企恨の揖過データ

タイプ :T 
施磁滋持耳里:

1-8 事事事
9 ドライブ(3発事で奴県!:IlA4発

(SEIRYU) 

29 

めで移動不自@)

O 兵痩・賞初・寮員・トlrそテd、の波怠にτ削て、思惑容はト

ラックか''J)ーゴのどちら老狙うか貧富曹ること

ができ宮曹ガ、どちらで宅.ð:~\õtらランタムに

決定され宮守.

ワイズヨーロッ/~
TRH079 (7イティワゴン〉

彫式:トラック 本体価俗:S50.0∞ 
マイ，.，ワゴン11Hもti/UllトラフクH

τー嘩!.:知られたモTJ'VをMADメカユッタt
ιτIヰ邸「ιたものだ.定行性能主りJ}lGo)J'二
?3.イト..:買いτいるt章構想トラックf串る.

REF/MV : 2/40 
ACL/BRK: 2(ν20 

HP/OC : 13/40 
TP(兵/貨) : 1ω/力ーゴX1
祭員 2会

装甲

@濁ー骨量〉

エンジンCP
ドライブCP

(AX/6耳切

5 
5 

三木.エ ト114E (星総〉
耳障式 。トラッ7 本体価格:Sω.匝)1)
注t河童織にこだわるならこのトラァタを使う

4 きだろう.，lil!l!11jl[sjトラックからのマイナ

ーチェンジ毛ダ仲~.そのパワーtm酸性?:~'t

りとしている.しかし、J!i慨を考えたA晶台、や

はラ不安は妓るか島知れなも‘-

REF/MV : 3/鈎
ACL/BRK・2ら〆20
HP/OC :1V3O 
TP<A/貨} ・8自/ヵーコX1
業員 : 3合

議開F
G凶!H章)

エンジンCP
ドライブCP

: (AX/日!¥l6)
: 4 
: 5 

ワイズヨーロッパ Cl1(カーゴ〈ん〉

形式・カーゴ 移f利幅格。 S3O.田川
illJlI;I1-ゴの代演モデル.カ・イ申性能なE

はどのメーカー~~そう賓れりないも申である.

とすれば.う世れるのはやは?;j.世ムバリユ田の

耳目ぃメーカーの製品tなる.

REF/MV : 0/0 
ACL/BRK: 0/0 
HP/OC :1V70 
TP俣/貨) :蜘/日X旧
東輿 : 0 
鞭申

〈勝燭}

(後通}

(.tan) 

エンジンCP
ドライブCP

: (AX/制施}

: (AX/脱1%)
: (AX/6(li柘}

.怠し

: 4 



国磁璃Or

(CARGOTTE・
MOBILBASE OX) 

ワイズヨーロッパ

ClトCR
〈カーゴ〈ん移動基地D X}

形式:特殊カーゴ $体価俗 ・S40.剖lO
移動基地DXlt.1抑的、f1いメ;/J:.フタ.. 

4首依するための勧備を倒んどマイナーパージョ

ンでめる.段備t君。τ色、トν一歩-;t行中

のスクランプル発温も可能な引き込み式タラァ

プ'.~抑勾ライト、コンパァ トシ￡ル ・ ラックゃ

ちJ.， < LI~iJUl'メンテナンスユニユフト、県民
出席なrのf拍制k';;'，fJfl内誠~れたt:けのbのだが、

11I!1"なのは備か'1:ろう.

REF/MV : 0/0 
ACL/BRK: 0/0 
HP /DC : 12/50 
TPGV:貨) ・蜘/3∞~
乗寅 ・4
装甲

@簿甑D) ・(AX/由民}

{後節} ・(AX/悦郎}

0:IlII) : (AX/依田臣}
エンジンCP :~し

ドライブCP :4 

市 TPO:渇湖沼玖調関E可能ナン'/1-ーで曹"I! 
観tこ闘してはメカニツク少クショニゅページ、

可制車置量差決定チ句←ドを広劃こ混えて利

用し宮す.カーゴlこ庖曹できる::J..カニックむほ

コンパットシ工)IA)>クトポットえバイク、 ホ

バイク(ここ宮でがり、J1凶』、ポヮ、yトタン

ク、ホJl--?ラフト、ガンドック(ここ暑でガ2) 
8どがあり寧曹.ヵ-:::nこは各メヵ=ッ勿こ決

められている電量ナンバー(1宮たは2)0);掛
値寧で立精憶が司晦で曹.例えl<t-IWo-x2 
(2+2 )とか、ガンドックとバイクとコンパッ

トシェル(2+1+1)というよう巳組み合わ巴

ることができるmで竜丸

30 

ガンウォーカー

〈シャン，、イカノン〉

形式:特型車カーゴ 本体価術:S 48.併時

シャンハイカノンははるか7l骨兵器である拘

Jlt砲をtI.婦させる特疎カ-:1'1:.tJーゴの内部

には長距鰻砲やミサイwな!:.般の射砲外から

司書つ都知の兵醤曲目彼攻理主兵器)b'l，高級事れる

(/搭載する兵器ItめいめいてそろみなIIlut/~も

ない)...:れを外部にむき出ιにするため.外F主
的1114吋・央線からÄ.，こつに書11札右ヨ白に凶~I

するtいうギミックがli:iるまれた;/Jーゴなのt:.
bちろん.走行中の鮒聞はで苦い.L.凶曜時

It敵にMιτ無防備になるので旭日には注意し

主〈てはならな<" 

ガンク;tーカー祉はiJ!lt:k:fモーター;.'37

7"(、シ守ンハイカノンIt'l・古のMAD;/Jーゴ
..ベースに治られた改造I11にすlfない.ιかL.
ζれだり大がか9'，改遣を行なう以I斗 メ-;/J

-t~.r !. ιτUめてもよいだろう.同lJ:t"11161じ

ようなっ〈りの砂時そが磁l闘する}タνンHIl移

動ステージ1IIや移j)凪;:1なEの製遣もmり負っ

ている.

(SHANGHAI-
CANNON) 



REF/MV : 0/0 
ACL/BRK: 0/0 
HP/OC : 10/40 
TP(兵/貨) : 4∞/4ω。
蒙異 : 0 
密事

側燭) : (AX/5居地)開閉孟0%
{後通) : <AX/5備)醐閥的%

は濁) : (AX/so;地〉農鰐剛志0%
エンジンCP ・8し

ドライブCP :5 
市 このメヵニックIこかぎり、TPの寅掬自由こ

嬬糟備期間能で切開事不可).

[4.12J 戦車
かっτ池上則前ずJ今 t:紡II ~タン川柳品

の指置の掃を蹴り1st~れてから、かな'の年

丹治唱章。τ‘'1.>.l.b'l..タンクItiltl.τf郎、
物tこなιぃ・兵2.'1ではない.わず念イ ι'JUf.
まで引鎌倉喰11られているの州司ょ。の証拠τ.
t滋舶 に堪まれたメガ=シティ'("1:.タンクの

}繍!備~...別両ればいる らし も・.

織かにr.s偏τ制u'iだが.それはコンパットシ

"-，νの物々 しミヂピュ-I!ilニ受111:シaッタが

符k解釈されているじすぎなuのである.ハイ

テク ・メカユァタに会4して11.-*ール.，イティ

いうわけにはも・かい・が.安価な樋量j洪1Jに

あ。 ~今やられる~ ~も少ないはずに. 戦'11は
そのグνードじより保 ・111・耳織)1(1二分加され

るか1その'!ll11あまり明暗'(11な←.

(SPARTANl 

戦車全般の共通データ

タイプ :T 
組語感将司~:

1-8 事事E
9 エンジンま定は

ドライブ(1発で移動不能}

O 兵重量貨掬 o
$峨車問7軒寝泊膨肘1制限IJY/!Q.幻

宮司t.・装甲厚め主話調11はあり彦ぜ""lii!.むだりの

議思想にできま曹.

* すべてE灘離は水深1011まで町溜湾挺力を

育し軍司t.
傘 ボディ強度1創まかのメカヱックとー憶を濁

しており、定とえ厳司現練チェックに央銀して

私 l紙 111隈の火留からダメージを郵7るこ

と砿ありま世Iv.

傘 KKKロワイヤ'J!Aa:湾局¢晦磁波拘哩更を使

用します.

グルップ 38t A (7ヱアリー〉
彫式:範峨恵 みu-価怖 S 1耐).0∞
ftl戦ヨ11はかつては骨メガ=シティの7ーミ目

ιもっkも多{Illl"l?/:クラスの戦目1l/..'が.I! 

tんどは段平のうち1:退役を余儀な〈 寄れるだ

みう.1';111の目別'1，こ総合性能11袋叩引に劣~.ポ

ケフトタンタのよう1:一般市場'(7'ピ-，1<'でき

るポイントもない111険代の遺物てゐる.

REF/MV : 5/75 
ACL/BRK : 30/30 
HP /OC : 30/20 

TP<A/貨)
集員

議開日

繍瀬鯖〉

{後週)

(J:濁)

エンジンCP
ドライブCP

:蜘 /1∞
: 3合

: (AX/7r1単}

: (AX/6総)

: (AX/6居地)
: 8 
: 6 

ヂ『タ

カーン T-86F (スパルタン〉

形式中戦取 本体価怖 $剖)().個)()

スパルタンはミヂ~7ム ・ タンクの1Mのよ

うな毛7'/v(、"1もな〈不可七郎、性1瞳を待。

τいる.大銑股人すれば大きな動きを期待でき

るが.2150年代の喉'111以総書偽ゅのE刊・もら}

!~駒でより;t{ の倣...散らすものでなりれば

~らな，'.倒人τ1A入するつら9なら品。kグ
νードのi:jl司 y"，..混ぶのが正解1:.
REF/MV : 4/90 
ACL/BRK: 40/40 
HP/OC : 40/ω 
TP<A/貨) : 2∞0/5ω 
祭賞 : 4合

議申

{防鯨!Ii)

{後酒〉

位置〉

ヱン三とノCP
ドライブCP

: (AX/lぼ郎}

: (AX/依田馬}
: (AX/匝泌}

: 16 
: 12 

山‘-~叫.

3昔 K~府軍紛

3句



国車母症

ポチョムキン
T147WO 4 (ズヴエJレポイ〉
形式置線車 本体価格:S 7ω.0ω 
~lJ喝のFνードをI.tつ傑僧岡I.lIIのひとつ1:っ

た. だった、 t いうのは基本段alがな~ ttf:の

があまりに古<(カタストロフ軒了直後・・・・5()ll匹

前である).，(:7'lvチェンジ.改良はなきれτ，• 
るものの.県内田には対応Lきれな←のゐ明lら

か・になっτいるか・らt!.ιかL、寸分IJ増加lI<

'I'~裟備すれば. 祭司Eされる4舵聞;11:< /).r 
かになるf!ゐう.

REF/MV : 1/70 
ACL/BRK:ぬ/35
HP/OC : 40/1∞ 
TP仮/寅) : 7(別/脚

聾JIl : 4合

厳司F
情調厨〉

(後函}

(主酒}

工ンZむ'CP
ドライブCP

: (AX/9(Ji単)
: (AX/7悦)

: (AX/7悦)

: 20 
: 15 

(KKK AOYAL> 

アドミラル
Al0Q (KKKロワイヤル〉
形式:IIP本体価情 。$1.刷)().匝加

KKK"ワイ守ルはと<liDItデビューιf:ス
ーパー電舵;1'，("(ιかLまft*日の注文はない}、

す4τの柑で鴻性能i'r.I。τいる.そのシルエ

ツト 11従米の職耶より洗練~11、また風変~I二

H!.える.ー需~織は巨体を支え る"'.，.タピ

ラ'(".フットワータと耐骨也加申(ciUュのため.

1前後に骨測されたt骨造に生。τ，.るのど.また、

ω事・也市長'lO:ki邸分WII!.本議都t二世アカーのよ

う仁I~続~れた袈叩事ヲ lユニユツトに積載する仕

組みで、戦11t;本悼のE悩E串の向I:~駅1っτぃる.

REF/MV : 6/90 
ACL/BRK:絹/45
HP/OC : 6(νω 
TP(兵/貧) : 1蜘 ν湖

東員 : 5合

畿申

〈勝壇画) : (AX/似田区)
〈後面) : (AX/7居地〉
は薗) : (AX/l町田区)

エンジンCP : 20 
ドライブCP : 18 
輔紐跡帽:

1-8 本俸

9 エンZとI~疋は
ドライブ(1発自は処黒怠し、 2発
自で移動不調~)。兵叢・貨絢・業員

3 e  

KKKロワイヤル専用装甲牽51ユニット
形式:靴車パーツ

本体{属伶:SO俄)I{本体t;ヒット)

舟却。い滋'1'"阪でl!JU机た中1:1桜噂や也駒なE
..以附n.臓，ljt>ド体からの操f¥l'"(いつでも切

。隠すよとができる. ~'tl l牽引ユニァトにもキ

ベ，1;ピラヵ彼備されτいるが.その動)JUJ恥 11
本体から.機 豊郷の;/"¥"フト..通して受11)[(.，
τいる.l~件では自産能j" まない. KKKロワ

イヤルが和1'1・..受付たら.細締命'1'判定..行
'1昔前に眠時時体への和I'b'.ユニァトへの骨

中かを判定する.ユニユヲトにtiたる砂崩は誼%

である.TPの兵終.~I'のポイントは箆巾に

しか制iう二とはできない{武裂はい勺急いできな

い)し.車n瓜席..般援するよと色胎且Hl..τで

きない.

REF/MV : 0/0 
ACL/8RK: 0/0 
HP/OC : 20/0 
TP俣/貨) : 2町田1/1醐
義貸 : 0会

聾担F
G包怪物) : (AX/l町田臣〉

工ンZ芯'CP
ドライブCP : 15 
尊耳様鑓蟻呼吸。

1-8 ユニット司時事
9 ドライブ(1 発で移動不自~)
O 呉叢・貨物



[4.13J バトルトレーラー
パトルト νーラーはト νーラ一時信制定11>:

利用した級制期『車両1!.~ I正弘、え通常ト νー

ラーよ。ずっk大きいメカニァタである.践の

'>J"吋ット艦t冒今τぃ、いから知れ主川装

甲車なみの野l'を備え、まるで針元、ズミのよう

に婁散の兵器骨格世L.I書簡/JIの小型メカエッ
クもわず制二信総可騰である.滅事l.t!l!績を施

ι1:バトルト νーラーは、 情兵剖識なEの百If.'
器地tLτ.よ〈戦場τ民会・11る二 tがで事る.

通常申トν四ラーはトラック部tヵーゴ部f

t骨量きれτいるが.バトルト νーラーは待合縮

。世誕百Lで、舟機不可能な、最初から 1両のメカ

ニッタと しτ掛めれる.非常仁大きなメ:b.二フ

(BEHEMOTH) 

ドタイヤ)0.>もので、働震できませJu・

$ 県民子引車コフピット書ゆ人IIH力ーコ

置ゆλ鋤こ分かれていま司r.
e オ伊ィ強創3WJのI;J.カニックとー織を画

しており、定とえ想膏現制匝チヱツ勿こ矢蝕して

私 1& II!順の，*唱ーからタ;J.ージを郵7るこ
と鉱あり宮ttlv.

V 0 R V A ED-4VZ (ムスカ〉
影式パトルトレーラー 本体価儒:$4∞，0∞ 
バト ，.~νーラ-..隼産しているメーカーは

そう多〈はない.1止の中の蝋蜘唱団由民Zll
;FJtt:かもてもあり、また、このメカニフタの

究用性が価格じ見合わないからだ.それでi

パト，.ト νーラーには回定アァン念鴨かに存殺

するよう1:.
REF/MV : 1/40 
ACL/BRK:ぬ/211
HP/DC :35/80 

タなので.I高級Lた兵器..rこに取，つりたの

t"与えるのもまた殺しいから知れない.

しかし.ζ ういうオールラウンドじ且える兵

2.m.対院では役に立たないよとらしばしばあ

る.

パトルトレーヲー全般の提過データ

タイプ :T 

TP仮/買}

素質

犠申

(車購田園〉

(鎌薗)

(J:iIIi) 

エンジンCP
ドライブCP

イン，{ラ

[4.14J 

37ω/2似刷@

4合 +8

: (AX/飢!16)
: (AX/庶民}

: (AX/筑防}

: 8 
: 6 

RAFTメカニック
RA FT<Reeon/Attack uni， and Figh'. 

川gTransporter)l:'枇近注目を担めつつある戦

術シスナムである.偵械/攻耳障を受付持つ征戦

闘メカニァクtそれを縮織した戦闘車両..t)'t
まとめじLτRAFTt呼ぶ.n仲事Jな例をあ

げれば.略調パイク.. 俗世した裳甲車なH'イ
メージすればいいわ日だが.この戦'帥也送車両

紘u量崎豊島t呼ぶ)11従来のメカユァクuu。
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データ

IIIO海時噌聖:

1-6 本書E
7 エンジン掌たは

ドライブ(3発事で明県忽し、 4発
めで移動不調@)

8-9 異議・質"。薫縄

* I削除v-ラーの夕刊喝湖周伏ヌヨー

X X X-8700F (ベヒモス〉
形式:パトルトレーラー ふ体側首:S 6(同.0∞
ベヒ.{，スはあるメガ=シテ4の紛真。.らの発

注で設21吻eスタートしたメカニァクどうた.普

訴がなぜこれだけ常大誕型的な兵器を導入した

か、容易に想像できる1:ろう.そのメ:b・zシテ

ィの内部t附辺地峨は調，需に拍'leT'I!仁民』草

川淵Jt，のために‘実質剛再来より心肺底

追を与える大げさな兵l>T砲'0t l.必要だ。た

のだ.

REF/MV : 1/30 
ACL/BRK : 20/20 
HP /DC : 40/80 
TP侠/:慣)刈削V1脚+@
集貝 : 4会+10
oql 

〈買頑固面}

{後郵〉

{主薗}

エンジンCP
ドライブ'CP

(AX/筑泌〉

(AX/4(li単)
。<AX/7a単)
7 

: 7 

た〈拠なるデザインをしτいるのカ匂祝'1lJ!.帰

依きれτνる嵯峨訓メ:b(以後子IIt時ぷ)11母

慢のíiôt.li.または彼方に段寵されたν-/"'~ ド
ッキング部t:繕臨書れ引、öbf• 除機会e持動'1'

でも迅速にスグランプ庁発注/緊急ドッIf-:.-f/'

できるようにな今τいるのである.

RAFTの麗lIliまや利・宝11数多〈める.

(J);百万倒僚か吋i効に行なえる.



告〉田原磁税をr.1盟tずる織動メカニァタ/低

戦闘車両..安全に戦場に鰻送ずるζU叱"!¥o. 

③母峨It幼民的にi量Ji支援(干織の補給やメン

テナンス、7クト νンジかもの支銀攻耳障)..11な
うこ tができる.

唖沼>A:主の鞍ol?'I.-7"(、あらゆる嶋況に

対応;'('~.長期の旅島快適.

ニれだりのメ世 フトがあるに島かかわらず、

別に斬技術を導入する~.裂がな仁紡!I!.メン

テナンス診療で世銀ヨス ~b'at‘・のも大きな利

点kいえるだろう.ただι‘メカ針棋のパラン

スのため、子慣に合わぞて勘織を!Ji観賞1・するか、

母子ともに締間鈍するのか哨過である.

RAFT..情成する2械鮪のメカニァクの組

コンパタト~袋'1'~1 ~ ~ノパイタの組み01>

ぜt'.ポダイ会'，j、~い測に高い峨JJ"絡めτい

る H~判1:. f-書娘パイタ Il~ノ tこ Lてはかなり

の却さτ明 らかに戦雌主illな役att'l)?.一

般bライタに勝るtら劣ιない戦別舵力..ヰil
τl' ó. よれだり出世議パイク..錨般~ぜる t

こ~f>rl'かにもヨンダlte，い、.

〈モノパイクデータ〉

REF/ MV : 111/80 
ACL/8RK:40/55 
HP/DC : 9/0 
TP伊V貨) : 1偽/0
集員 1会

容甲

信湿トイ軍}

エンジンCP
ドライブCP

: (AX/4Oi地)
‘3 
: 5 

<4・a豊"'.データ〉

REF/MV : 8/60 
ACL/BRK: 20/30 
HP /DC : 20/20 
TP仮/買) : 550/3∞ 

み合わぜは数多〈あるが‘干蛾tしての役州{コ

ンバタト'(1.，官倣h)i"-1-1}に煤たぜるのは職腿バ

イタ以外にはない. 此横~ lτの役制i"*たし

ているのはインセクター.ホパータン夕、小型置

の装甲車なEである.ヘリコプタ一、載車なE

でも実検事れたが.へリI主午機舟スタランプJν

時の事般が$仁樋給に~るこ tはで舎ないl.

戦酬ではヨストがかかりすtfるtいう理111'('最

畿は~札τゃな、、

ほかにコン，<フトシェルをt指紋したRAFT
もむ名t!b'. これはCS-RAFT ~←レ、道則

コン4ヒプトもすでに8111~にな。τいるので.ほ

かの4ヒタシaンて官t介Lτ，.る.

農民

畿圏F
(町剤魁)

(笹盈)

(上i!Ii)

工ン三たノCP
ドライブCP

。4

。<AX/7隊)

: (AX/航1%)
スAX/.駅隊)

5 

6 

メダルカ 8/GM (フォーチュナ〉
形式:RAFT本体価格:$ 110，0∞ 
大型自の8脚インセクターのポデイ1宵耐に2検

のホバイタを俗般したユニュークなRAFT.~ 

ンセクター都Itメダルカ寺島独自の股ltであり、

正式にIt-~ピルマスター. ~もう形式のメカ

ニフクである.多劇職温hシステムはロマノフ祉

の独占ifiJ品τ1).，たが.債かじ樹揮はま勺た〈

g.~I:今たので鵠判官1;にはならなかったよう

1:. ..t-ヒツャマスターはインセクターにシルエッ

トはよ〈似ているb'.ずっt鈍置で、そのかわ

りトラベWタイセの健力が強化~れτいる.
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RAFT量憶の共通データ

$ 手側晶めずHイクで菅かをλ タイプはH、

制捜回明孟喧旭町1イグの子守を信嘱し

て<1:!さL句、

. fD跡Dタイプ牢唖磁波昨鴫孟それぞれベー

スと怠っているメカニックデ四タめモゆと共通

で曹.疋だいれ 2<7.治局附置鷲されている

パイクヘd鴻同吃怠り宮司ru1-(クガ軍司と分檀

してL渇怠ら通常ど濁り車線へa仰).
$ 沼町1イクと宙舗のどちらかガ失.onてし

まった濁命、軍F四MIa-l::れぞれ元価婦の4ai弘

政%で守OJJJ回!Iif!!tICt?'シト価像より胆凋R芳).

コンダ UX-Z (Z-ON(ゼットン))
形式:RAFT本体価俗:$52.0∞ 

〈イクデータ〉

REF/MV : 19/110 
ACL/8RK:関/50
HP/DC : 3/0 
TP偽慣〉 相/0
現員 : 1合

贋甲

(Z-ON) 

包週ト骨}

エン=r..lCP
ドライブ'CP

(AX/096) 
2 

: 4 

〈インセクターデータ〉

REF/MV :100!行時5)/5(走行筒

切}

ACし/8RK:5(走行持初)/5(走行符

印}

HP/DC 
TPG!も/貨}
素質

議甲

: 25/10 
-蜘V1ω
: 3合

信湿ト寸寧) : (AX/園施}

エンジンCP ・6
ドライブCP :4 
* ドライブロコ，、て、8!t3宛のCPを超え

る喧同司聞を測する宮では舗艇に受織孟ありま1t

Iv. 4発包で淘移勘平艇に怠り軍事.



アクセサリー

メカニフクに装備きれる事まざまなアイテムのうち、敵を[削鈎鹿演す

る兵穏や、ードキル装備)~.mのものをま k めて717セサリ-~呼ぷこ t

にιます.

アクセサリー111嵐削tしてすべてのメカに共通して取りつり倉町1能で

すが、ある種のメカニ γ ク符￥iの豊富fーもあるので能~して(t!t-い.

[5.1J メカニック用センサー
射怒兵器での攻司書にl瑚して、より有利主チ守ンス>:~鳴する装備を総

紘Lτセンサ-~ いt‘ます. より為事jなチャンス~I!，命中継を上げた

り、夜間1でb総斜を明る〈したり、多〈の外的条件をコンピュ-!Iて計

算したりするものです.

よ〈知られているセンサーについてはスター トセフトに紀敏きれてい

ます.今回はより向度なセンサ一、節"なセンサ-11:峨~~について紹介
していき ましょう.

センサーチャート

亀肱 ENC!HP 範囲 効果 鯨効化手段 価格($) 

L R L 5 初/1 Iktn 命中串+30 ALPDなど 25000 

F I 5 10/1 1km 命中串+20 なし 3s(削

I R A I 羽/1 1C旧m 査開ペナルティ蝿効 フレアなど 40000 

SVS 15/1 100畑 写真鍋影 電磁嵐など 目別

解脱

LRLS:長距緩νーザーサイ トのよとです.より途方の散を繍鎚する

ためのセンサーで、 1~(思平副lぃ方11i島常のνーザーサイト t まった〈阿

じです.νーザーパワーが強化してあるため、 抑 niでなら蹴倒数'耳

目lの.2広.1プラスタ-tιても使えます(<道火録>~ して11'1娘Lます).

F 1 S : lW，晶の一定締掴に散らばった事.外観Vl!il司直カメラセンサーポッ

ドのサポートで寄せ思統制を行なうシステム.コントロ-!V.機総本体はメ

カユック内部に散指でき、機2.1に布線般紙Lt~IHんどの兵?f(独自のセ

ンサー守備えたミサイノνなEは不可)が感患を受りられます81ほかのす

4てのセンサーは使えな〈なります.このセンサーをf!l!うためには JI眠

闘ターンの封書備が£婆です.まず、丸いセンサ四:/Jプセル{前経5曲)が

似国IU"館ま。fニセンサーログフトを打ち上げな〈τはなりません.セ

ンサーロケットはよ~τ被裂、中のカプセ州立約)k"四方に散らばり.

歯止の監視を始めます.敵':'71プセ'">:見つリu:い磁波するか、物陰に

隠れて機をうかがうか、も L<はJI<m四方よ 9逃〈に逃げ出すしかあり

まぜん. F 1 Sは命中!f.を上げるほか、夜間戦ペナルティをも無効にし

ます.戦闘以外の防悩でも持戒センサーtして役宜.つでしょう.センサ

ーロケット r:XIJ;I~で J :付制湖、 ENC1110(呼mランチ々→怜).な

布、センサーカプセルの内灘バッテリーは約6附目lしかもたず.世!<、捨

てです.

1RA1:AIっき IRヒ'ジョン.ハイグレード1RピジョンにBクラ

ス相当のアナリストAIによる分析/制品破能がついた繊切な夜間セン

サー.主らえた 1Rllb'(1両院糊織であるか、ぞれが人1111なら性別、年働.

鏑悼状態や飽!晶状態、 所持品、記憶していれば倒人織別>:，メカニック

なら信頬やそヂノν名、武義なr>:緯測して伝えて〈れるという bのです

{脚1遭うニ tもあります).櫨発見織や鎚肱穆制球暑としても使えるかも知

れません. しかしプロなら解脱きれるまでもな<. 1 R映像のある程度

の分析は可舵なので、 '"--¥'-fflの装備主も曾えます.

SVS カメラ膏虚サーピス噂mの送受信チューナー/現像機.庇般戦

測に関係しないセンサーです.衛星サーピス企業の.IIU.織影樟漫に借り・

...送る t、いま自分のいる場所を中心tこ半径5似"'...微量~Lf.:写真が動昆

から送られて〈るい、う仕組みです.荒野で迷子になったtき近〈に何

があるかtか、保L'怖をするときに似利です.iたl(ゆ叫;t内にパンデァ

トの大鮮がいれltぞれ也確也でき るかも知れません.ただし、樟l昆に無

線がつながらないけもあるι、揖日障した写JW::r-lP'JIなこ tもI.>H
1'.SVSIH白使舟1ご tに$5∞がサービス会社によ。て引き務主され

るので、銀行に口践を1跡、ていなレH史JIjで~i せん.

[5.2J 電子戦装備
電子戦装備チャート

名椋 ENC/HP 範囲 効果 間敏 価格($)

ALPD 8/ー メカ周囲 3ターン、鴛力化 I !時1回 200 

ECMポッド Sクラス 30/3 半径50m 2ターン‘績力化 1 I殿1IlI8図 32000 

Xレイスクランプラー 40/1 射程lC旧m 1ターン、破犠 l!iil 日刻却

ストラグル ・スモーク 解脱

敵のセンサーを無効化した~，センサ-t街僚に連動した兵器= ミサ

イルなEに対する防衛手段が本来の電1-蛾自主備です.しかし、メタJνヘ

ァドワールドでは納まを~らに広績に t らL 富貴の攻撃を回避するため

のアイテム全般をitt干戦袈備と呼ぶこ t仁 Lます.

よ〈知られている司~'Ì'蛾制覇についてはスタートセットですでに紹介

t

o

セ

'iv

s

-
ド
~

鋭

っ

し

解

、

問

τ

-

利

.

、

守

を

つ

，

リ
J

-

M

-
ザ

備

ヤ

白

装

チ

ν

新

ス

・

の

イ

す

か

ず

で

九

一

一

畑

い

ダ

み

た

ウ

知

れ

μ

を

事

・

高

級

"

戸

湘

軍

司

d

近

-

粉

n削

ν
る

は

・

す

で

チ

散

こ

ン

鉱

こ

ア

を

.

・
光

た

D

-

L

P
ザ

t

・
桜

L

-

L

T
m

A

ν
 

315 



国留冨面γ
ンサーならす4て型軽oJltできます.しかし.50m以内のl-RRSは無効

化できず.まt:νベノν1以上のレーザー兵絡に声。Iしてはま勺t:(無力で

す. ニの煉叫にI~CSDのように爆によっ τ身を隠す却品Eはありまぜん

が、はかの/V-IVについてはCSDに制限じます.

ECMポッドSクラス :事日車のECMポッド.究島県範捌内のすべてのν

ーダー系センサーを無Øl化し、~らによ羽品主 してソユッタガンの~時G射

程5m)もあります(<lf(火器〉と しτ射耳障).

Xレイスクランプラー :X線を投射し、 t電子岐路t'破担慢するいづ攻耳量

的なジベ・マー.メカユックに胤fする k、すべてのセンサーか微蜘れ

る可'1i1!:性があPます.欽射を受付たメカユックのすべてのセンサー.A
I はおのおの耳目拡で破壊事れた二主にな争ます.x線のi度f<州制定書れ

ているので、制密電子俊醤t:>>1-のメカユッ夕、人体などへの雄司障はい、

もの!lJ.1'.能mごtに以"制11の充l1tb'，e:，裂です(メカニユックのパッテ

9ーで自射がJに行なわれます).νーザー兵訴tしτはνベル3に相当し

ますが、効却油<JなW成P手段11有4H~せん. 修思IH，-~ーシg ヅ?で

しかできず、 S5.∞0のl'l11lがかかります.
ストラグル・スモーク ニれはアイテムではな仁ホノeーメカユフクの

操縦テクニァクによって発生する鰭誕のこ tです.乾織した玩れ地など

で、ホバーが{そのJ~)から移動Lなわで)!'j.樹)m77 ン守政大パワーで作

動させるしまわりに組対に硲継が'Srちょめ.煙幕のような先住見~~1需品

ニとができます.効果11CSDU!llI司じで.センサーを能J1Jしていな

い射撃に対ιて、 Utにつき l岡だけダイスを板。由;きせるニ tができ

ます.繕;棋は盟むだりのf1U、先住させ絞りられますヵtその場から他に

絡勤してしまったらbう効*は望めません.戦JIIもその大出力のエンジ

ンから水純音1を予~1:寄せるこ kて布]じ却刈Eを~Iるこ t がで事ます.

[5.3] 装甲板
2査q椴1:メカニッPの外般に取りつl1o/1iのような1甥11を来たします.

今@1.1スタートセットで斜介できなか勺t:検鎖の裟'1'，阪ふ新開発事

れたものを解説します.ENCU国防じついτ、すペτA10あた~ (リア

クティプ.ミラーコートはI枚あたり.t芭舷パJνスシ-/Vドはシステム

ー式}のENCおよび縦段です.

リアクティプ、 ミラー2ート11ワンタァチ式なので.特段は車内にし

ま。ておいて品、防骨もあれば戦測の的(jj;jなEにつりるよ t命市f能です.

装 甲 板 チ ャート

名跡 ENC 効果 限界庫 価格($) 

ステンレス 20 iH事 A切 2∞ 

アストロナイト 1∞ 耐E事 A4∞ l匝削

ライ争チタン 5 耐F事 A200 匝別

リアクティブ 30 耐E事 2ヌ抑

リアクティプスモーク 30 耐弾 ーー ま正由

ミラーコート 10 耐レーザー 4氏自

電磁パルスシール ド 200 解脱 500000 

解脱

ステンレス :いちおうのb正Eはして串る邑のの.ただの鋼鉄板です.耐

!1Il効果はほかの滋甲絞に劣りますが.金に余絡がい、ときはこれを迫が

のい、いでしょう.

アス トロナイト ・非常に硬(.mい滋'1'仮です.7ストロナイトは通常

の袈叩効*に加え、 {νーザ一系兵器を除()火力飢以下の兵誌によ る攻

調書をすペて無効化す品 tいう能力t'布しτいます.二の能力は実際のをE

申席に関係なしたとえA10τ色、袋叩効洪テニLフグに成功すれば必ず

予お軍事れJ.1'.ただし、タ97イカルダメージは，，;<.ニ tはできません.

36 

ライ トチタン ;チタユ~ム ・ 7ーマーを領軍Hまで犠lìt化した量産叩o tM面
です以 ENCに余織のないj、捜メカや.，.，飽僚に Il'~:婦の習を叩板でし ょ

フ.

リアクティブ:97クティプ ・ 7ーマー. ダメージt'受11ると自ら鎌~~
して、メカユックへの被~<t'完全に無効化するい、i 指1;1)Ö簿業ポー

ドです.爆発Lてな〈なってしまうため、その。也l叫はーtil:lb可愛けられ

ません.345車にしカ噴争処はありませんかr， VーザーなEの前例によって

b無駄に嫌絡してしまいます.rの紹UJI:のダメージによって爆発す畠か

11..取りつ11時に自由に悶節できます.理1定事れる散終ff.)な命中却品:似

t'，1fえて欽定して (1:事い(02-2∞以上).クリテイカルは防「ことはで

きません.ょの装甲桜はほかの何らかの装甲級のちらに上に取りつりら

れると〈薄いものτ. 議'1'厚いづ慨念はありません.全面-~Itのメカ

ユックlまi枚.そのf血のメカユァクは各而に i枚ずつ、 t雨時3放つりら

れます.

リアクティプス毛ーク :97クティプ・アーマーのすきIfIIにCSDt持キ

を仕込んだ、 i品常のリアクティプより{起草暗な殺叩板です.装甲板カ犠発

U:?ーン守合的て3~ーン1111‘ケミカルス"'"ークNê1: lτメカユ ッ
クの安全t'凶ります(CSDのルールにi漣って〈ださい).

ミラーコー ト νーザ一系兵穏によるダメージ守防fため続編処理を施

した樹脈性噂紙.熱t'通い:(れまた先t'反射・拡「立寄せる裳叩紋τ.
よれもはかのl/.!'N証のよ につげられます(リアクティプとの併JIlは耳石'1).

袋叩効*チェックに成功すれば、 νベノνlνーザーの攻繋をすべて電動

化します.νベJν2νーザーのJ，X懲を受りる t磁波書れてしまいますが、

その攻郵貯':1111無効化できます.レベル3νーザ一、災樽などによる攻

悠にはま勺1:(紡(.こ tができず、袋叩効果チェアタに成功した時点で

即座に破耳障害れます(Vーザー兵践についてはJNセクシaンも参照して〈

だきい).また、事抗野主して‘彼自首したメカニγタ11逮〈からでもひr( 
目立つよ主になり.またiJj;やホ:>9カ峻耐にH.{I' する t役に立たな〈な

るニとがあります.

電磁パJレスシールド.突事lI.v-ザーなEの攻司書を受りたttt ~瞬間的
に強烈な電磁波をメカユ・ノタの金量盟副に発生害せる防官l'システムで、仕

組みは人間II1l防共であるマグヰットアーマーシステムtは凶司じです.

3主'1'却胤Eチニ￡ ツクを行なう:e.~I:な(. (術倒峨以外の)JX~障を受げた ら

oi!.ずその却励坊旬且れます.装甲IJlf.1孟A1OO!して見τ(I:~い.a十l曲面lの

命中慨を受りる tパッテリーがjJ'ff毛し‘システムI!作動ιな〈なります.

仔えパァテリーはS10.脱)(). ENC はωγす

5.4 その他のアクセサリー
メカユックを強化するための7クセサリーは数多〈あります.戦測を

むやに嵐l則するためのTイテムだけでな〈、よりiJoAな正llt干のためのパ

ーツ、明故の際に泉~の生還串を上外事せるアイテム、ある!(j!時'Iなも

の.会I分が良〈なるアイテムなn，e:，嘆かも知れません.たいていは貨

物則TPを使って俗載しますが、中には兵後tして扱うものもあるので

住窓して〈だ喜弘、

解脱

ステルス・スプレー: 従前~&収蛍科のスプνーで、使用する t メカニッ

クのポダィカラーはつや消しプラ γクになりますHJI:!1!ると簡単には務

ちまぜん).νーダーから進れるためのHfJ.717ムですカえをの」:ん

大した効浪は恨めないようです.ー般市販されているご(~"沙約なνー

ダーポッドIl車協で鍔挽Jlニ失欺事 ~. ATMt'11じめとする νーダー誘

導ミサイ/vI1.最飾的な命中判定のあと、 1Dl()()O)チェックができ、 10

%ではずれにできます.Ji(JIIの大仰レーダーとか、 GMが':If案U:fJ1M

レーダーセンサーなEにI;I.{"I'の却胤Eもあ0まぜん.

牽引シェルキャリア:自注力のないリーズナプノνなコンパットシA ル巡



アクセサリー

アクサセリーチャート

名綜 ENC 価格($) 名称 ENC 価格($) 名称 ENC 価格($)

スチルス・スプレ・・ 5 草加 mログラフィ yク・コンポ 10 4500 地情f全射鈴 30 1日)()

奪事lンエルキャリア ー 主X由 QI光ウインドウ

多目的牽~ I・: 2江田 三トロ，<ック

ホパークラフ~ .ブースター 10 日目白 電動ウインチ

赤パータンク ・ブースター 50 14αm :r.ロ神棚

ドラッグシニa由ト 10 日)() 射出シート

ターレット ・ザイドカー 7α)() 耐面目司書シート

フラッシュライト 500 耐6スーツ

ラ1./タックルピン " 迷彩スプレー

lマニピュレーター 10 日目白 スパイク投射舘

織IIIです.コンパットシ.'"11量骨格敏でき.パギーやそれより九時h
のメカニツク仁よって強引事れます. 耳Hつり後I~負担lにはなりません

が、メカニッP本体のREFはー3.また、 MVfこっ←て、オンロード

でのMVx2、Mvx3O.胤訂正11}られな〈なり tす(袋叩ll!より大きなメ

fJニック I~担 EF.MV~b変わーありまぜん).シェルキ"， Y7が枕擦

を受りる uoo唱で絡措置中のシェルに命中k なり H. 兵・~ ・ 装甲を装備

するニ tはできず、シ.1"のメンテナンス bできません.また.悲引し

てャるメカニフクのコタピットからの操作で.いつでもキベ'リ アを切り

離すこ tができます.

多目的牽引車 :Y 7 j}ーのようなもので、ENCIOO:tでの貨物を格鍛で

きる、 主にパギー1百のオプション装i骨τす.取。つ111量U.Jtlllじはなり

まぜんが.メカニァタ本体のREFはω3、ま 1:.MVについて、オン

ロードでのMVx 2、 Mvx 3似IH~得られな〈な静ます.兵官主 ・ 袋叩

I"査{画するよ tはできません.寧日lしているメカニフクのコタピットか

らの織作で、いつでも筆号1111を切り徹すこ tができます.

ホパークラフト・ブースヲー ホパークラアトA早川の柳加ロケッ恥 ・ブ

ースターです. ニの袋備11，);に臓制時/22s速走r博幸の険~)J性を品Uこ寄せ

るための装備ですほ度がアップするbりではありません).IC眼胤fII"f

能τ、使IIJL1:flーンのメカニァクREFが+1-10杏れます(必ずしも+

10にする必要はあ争ません).かわ争にプν-HLても使1刊でき、その

IW，予はBRK雌が+筑間出きれます.，.ずれにせよ、ブースターを能mす

ると強烈なGがかかるので、すべての耳iJli~W[ LのAR 15+ ( 1 -10) 

のチェックを行ないます.操縦'1'，がζのチェックに失敗すると.'1'放の

If.i闘になるでしょう.鰻射の補充UIIJ11S日)(}t"す.

オミパ世9ン?・ブースター :ホパータンクWJllのよ 9大きい.ttlblfプース

ターです. 使い方I~ホパークラ 7 ト・ブースタ-~ 1!111司じですが.プ

ラスできる REFは+1-5までです.ブν-HLτの却品訂正BRK+

10".-6です.懲斜の補充費用11$1∞0. 
ドラッデシュート: 急制動JIlの緊急展J~ドラシュートです.ニれを{j;嚇

:1>1!'る ~BRK総11+2似協になります(t;lJ ~催すまで毎ターンBRK+

筑粉6iJt:l)晴、たままにな ります).iol!ゴm圭lま切り催すのか幣過ですが、

外念に折り位め1J:1明主fω刊できます.コンパットシェルのゼほ狩下には

鋭JIIできません.

ターレット・サイドカー 袈鎗武〆イク早川1オプション ・サイドカー.

サイドカーに11!!酎試のili1.'lfí'!書縦したもので. 人I~来れません. このサ
イドカーがあ削必ずイクでも360'の舟i持を般f~できますJ知査にliEN

C30までの兵醤JJ.~がり ンタ γチで椛般で札機{j111ライダーが行ない

ます.取りつ11後11負担になりませんが、パイタ本体のREFはー3き

れます.

?ラ・ノシュライト 箱Mの巨大なストロポ・ユニユァトです. ~I (らまL
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1目別 オイル噴射器 11 監)()

4 1αm 消火パー 22 民旧

10 3∞ ミニクレーンユニット t耳目 自問

笠置由 パワーラダー 700 7lX旧

80 軍目白 liI酸カーワックス 10 10 

50 ヨE由 ヌk性カラースプレー 5 10 

2 7ω E B 3 虻旧

10 150 

泊 1500 

用の3書館でほとんEのメカユッタに俗餓可能札ょう.1個使用可1躍で.

7ラッシュをi~びせられた者11 1戦闘ターン1111.1ft胸、能と4よります.

持えストロポはS2仏
ラム/タックルピン :巴モーターホッケ-IIJバイクによ〈兄られるf本当り

IIJ裟錨/7アツシaンアクセサリー.また.パンデットやラディ点作な

儀式Il>>lやストリートギ守ングたち b~Jん'('(Ji!JIl しています. よれ、った

アイテムI~jlj版寄れている1>11ではありません. 鉄バイプやがラタタか

らfI作しτ<1:~い.体当争時の火力プラス11fl ックルピンが+初程度、

ラムが+ω程度ですが、メカニァクのサイズにより大きな遺症が出るはず

です.

lマニヒ・ユレーター:インセタター、ガンドッグ専用オプシaン.イン

セクターやがンドッグの勝都内スペースI'JI"IIIJして人11日の腕大のマユュ

ピνーターを内泌するい、うものW¥力弘人1111の腕程If{).綿密な師寺監は

無理主 しτi 外にW.るζ と主仁ちょ っtした物をつかむζ とができ

るようになるでしょう.俗側や鼻}撃に11飢えません.マユュピν-!J-

112本 l総て織作I~コクピットに設泣きれる簡単な小型リモコンで行な

います.

ホロダラフィック・コンポ:通常のヵーオーディオに加え、イメージホ

ログラムJ堂島地を信組L1:AV機lol. 狭け11内Í'ホログラフで広々 ~L

た:::!IlUに比ぜかりるよとができます.車内で休怨する tきには!lI!f唱でし

よフ.

(MONO-BIKE 

WITH DOUBLE 
TURRET SIDECAR) 



偏光ウインドウ 強力な光を受げたとき、続1m炉Jに閃光をJJi'j)jl'するt-~止

ウインドウ.パギーなE肉眼で根野を償保Lτいるメカニツタが袋{直言.f
舵です. 操縦者の資努や光のきた方向な1:' 1こょっτ舟I)!~がi~lられないこ

tもあ9ます(CM日判断}が、 7ラッシュポム.7ラ7::.-':;1.グν品、ード

なEによる目〈らましに革I却パプす.

ニトロバッタ :ニトロ〆マックはほとんr .，.~てのメカニッタが使用可Iit

です.ニトログリセリンt過般イ17)<*"I)<の混合液の入った 11副会・trりの

使い捨てバックで‘ IOターン11札"スーパーチ、・ージ守一"を使fllLτい

るのと閉じ効果制!lられます.・ターボ"との併舟III可舵ですが.スーパ

ーチ-tージ守-1:.の併刈11不可です.

電動ウインチ ウインチはIl!.んEす4τのメカニ、ノPに摂継車産自障され

ていますが、地問れた t きやもう l基æ~t..'!..¥)).ったなら取りつItて(1..'

~ い.メカニツク本体のパッテリーで作動し、そのメカニユツタより縫い

メカやものを引っ張るこ主ができます.

ホロ神棚 :ホログラフの村概oli立大のピンチには神仏の加E豊島きっt必

褒です.やるだりや勺たらあ1:.11祈りましょう.パリエーションtιて、

キリスト教やイスラム教の祭場.あやしげな宗教の祭司置な E 也発光~れ

ています.ホロキ桝明をf害総Lt~メカニ フクの操縦苅または衆Hlll シナ

y;すに Ili!It..'lI.IポイントのLUC継を侭仰Lている神(! )から受It

1且勺てf必11することができます.このLUCI.tキャラタターの舵カ鉱に

プラスして111、りまぜん.

射出シート :メカユツタが磁波事れた U.j菩染者吻明{.!f!.(脱出するた

めの官官王ガス式島111¥袋訟です.ホパータン夕、装甲JII.戦IIIなE分厚い

銭叩て官1められたメカニックに格載しτ h~ß;ですが.その他のIl!.ん

Eのメカユァクに取りつりられるでしょう.

轟畑潤Eシート:すべτのメカニフグにはも tもと安全なシートがつりら

れれ、ますが、それでも不安なもこのシ四トにしましょう.11倣なEの

~I'.東n~のダメージを軽減します{舷減の皮合I.tCMが状況に応じて

判断します).

耐Gスーツ :バイロフトやνーサーがよ〈治問する耐C/耐火ツナギで

す. ζのハンターI~JlIのスーツはちらにNBC防御島可舵なすfれもの

です.JMHしての効*があり、その能力はジ吋ンプス-/'1:.まった〈

同じです.

(E.JECTION SEAT> 
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(G-SUIT> 

途彩スプレー: 戦創車両にIMFからよ〈迷彩:M!~査がな幸れてきました.

活動する場所にtリ込むような色彩で懲られたメカユックIlJt見事れに

( (なり.敵をやりすごす t 昔、また峨闘を行なうI:.~にもなかなかの

却胤Eを期待できるはずです.スプレーを絞っτ遜切な愈裂を行なうには

〈偽装 ・カモフラージュ>SRIが必要です.逮彩がなされた目緩に攻撃

を行なう tき.!(砂羽以上島量れていて、センサーを絞っτいなも・なら、命

中事が由2ω6寄れます.(メタルへ、ノドワ-/Vド}ではジ-tングルやプフ

シュでの活動はあまり考えられないので、スプνーは1..'いたい荒野IIIの

ダークイエロ一糸、廃虚や都市mのグレー系の2積に分けられます.1よ

かに夜間l戦時味Lt~l日系の像装も考えられますが.当然まM にと

り込まないような色ではまった〈思想は受11られません.

スパイク役射量t:巨大なマキピシを巡の彼方にばらま〈銭訟.I聞につ

き附到のマキピシがばらまかtt..5回目'!I!!ll可能.相手がノーパンクタイ

ヤであっても~すがにタイヤl.t待たないでι ょう. マキピシを阿Bして

走行するのはほぼ不可能で、続んでしま勺たらただちに停車しない1:.111

般にな 9 ます.マキピシは5自分反臓が$~ですが、附10 1:.鉄タズがあ

れば自7)-("つ〈るよ tもできます.

地慣投射量t:対戦llJ&lIii-I.量1iに投射する義援.地雷は5側まで搭載で

きます.

オイル噴射醤 .li最古前面に'*イwを噴射します.舗畿道路でのみJ布o，ん

図敏11!5@l.ノズノνをま後ろにI~Jltて峨射するこ tで、迫跡t:の棋界i
遮る ζ 1:.bでき ます.



消火パー :消火液の入った鉄パイプをメカニッFの引火しやすい罰ゆに

さしi畦す い、う f:t情111:".止が:I~ 畠 t 自草加切にf!唾hして1向火し ます.

ミエ7レーンユニット:ミニ!:fiっτb/<""ーなEに摘むのは情坦tでし

ょう.タvーンがあれ1:'.ねこはまり込んかII>TA'?ラッ7勺11なEの副

収も簡単です. だいf~'、野戦ワゴン〈らいの!K~のものまでを吊り下げ

るニ tができ ます.

パワーヲダー パJνコニーっさの油圧式祈りnみはしごです.11しとは

最大15mのおさまで伸ばすこ kができ、パ作コニーにはふたりまでの人

HUb':乗れtす.，町「州識はもちろん、はしごから途方を依然したり、 f~

い出11側帯あります.

耐磁力ーワックス メカニツクのき住盟主はすべτ画微性ですか仁荒野の戦

闘な Eでダメージを受付て自~~査がはがれた11(体説副11肱ってお〈と鋪ぴ

ついてしま L‘ます.そんなtきはこのカーワックスτ渇きましょう.

水位カラースプレー 11:方がfof者かに追われτいる 主きは.メカユッタ

のボディ舟ラーを瞬時に変える必，~があるから知れません. ょの舟ース

プν-11水で簡単に自主リ滞ちてιまうので、愛11同怖か乙，'I'i!もなも・でし

ょヲ.

EB:エマージ&ンシーピーコン.強力な¥1t放で遭除名のl主慣を救援隊

や仲1111に知らぜるための7イナムです.電波の踊i(範蹴11I似ゆcmlH'な

ので土地によって1卓会¥!本めにしかならな，.fJ・も知れません. ζれ111ド級

JIIで懐中電灯のようなずザ4ンtサイズで.動防伊羽町fI嚇しj絞ります.

スタートセットにt此俄きれた兵~11、 Eれも軽11【岡ー装甲111 (らいま

でのメカニッ.?I1Jの主主舗でLI~.

メタルヘッドワールドには{多少時代迎れな bのの}戦111、パトwトラ

フクなEに俗鍛するための大型砲も有'1Eしてい晶 し.いままでの常訟を

越えたハイテク .?ェポンも宛淡杏れ始めています.ニょで11PCたち

が運用できる範邸までの長醤を紹介しましょう.

番兵舗の解脱

筑hモーターランチャー :ゲJνマン ・ホチキス〈グνナードペ""'77-

01).標蜘1な歩f池 尉 包奇貨攻撃のl荷な1:'I:f，鰍 J目自問yで能)IJす畠のも

よいだろ九モータランチベ・ー矧は地而にしっかり11t01lするか¥メカに

刷定してf~する.事事体の様様については半白昔日Hヒ杏れτぉ~.面倒な

乎jj号車なしでf怖を述続発島1するよ t ができる. ただし、それでも~~射

112ターンに 1闘である.嫌事前棚もイ、中心点拠i圃{火力:/.L糊)115m. 

問辺領域(火力右榔}はち らに半径5m.

11().，モーターランチャー 1M I仏，140).コンパク トな111般迫感砲t:
玖 人数がいれば歩兵でも{郎Hできる.i!1Tf法が7νキシプ仰なので人

以11前iぃ.事鈎引131'ーンに 1Imo 中心!，!.{'i範酬は5m.周辺倒峨11半径

10m. 

'f兵指

貨物と量圃周TP/ENCについて

'.員のENCについて ・〆カニックに人間が畢り込むときには、

原則としてそのための座席が必要です.座席が用車8れているな勺そ

こへ鹿る人間O)ENC骨のTPを考慮する必要はありませんが、座席

より多〈町人聞が量り込むニとも現実に陪ありえるでしょう.このと

き人間ひとりあたりのENCは50として計揮して〈ださい{バイクのリ

アシートは例外で、鍵..なひとりの人間を乗客として載ぜることがで

き志すl.死体なら ENC30としてむかまいまぜん.乱轟な適舷をすれ

ば彼らは車外に絞り出されたり、般に打、つけらねたりするでしょ う.

・畢員の持、物についτ:乗員は告自の持ら閏リ品を TPに数える

ことな〈 〆カニックに乗りるむことができます(コンパットシヱルは例

外l.持ち回リ品とは個人SτRで持、歩けるアイテムのことを表して

いるわけではな〈、だいたいEN C 10まで{ナップザツクに入る骨〈ら

い}のアイテふです.持ち回り品には嫡周しているE耳鼻は古車れまぜん.

またEN C 10までの亭持ちの武穏などは筒、回り品とは別にひとり 1

偶‘ TPに教えることな〈得、込んでかまいまゼん.

• E N Cはかさぽりと置置か勺算出されたポイン 争で、ザベて0うも

のについて明確なデータを即座に算出することは簡単ではあり iません.

ただ、基準としては、日常用品は 1E N C =2.5-3kgとして計算して

む鎗し貰えないて・しょう.

15ゐaモータ申ランチャー :エルメシオン(M1..-7/0).大型車紋迫

務総て.射租i孟短いが火力は絶大である.発射は31'ーンに 1回.中心

府組閣はゆn.1M辺鎖JAI孟半後20m.
チェーンシ"'-?-:パラメシウム金銅〈しゅうた(A).~ヒコたなチェー

ンつきの合金製~ ' i'火Jl:bート 9 ッジで射ち出すパイ;>tνンスな兵路.

1'11震に実質的なダメージを与えれば、二の""y 11装甲1c-:ct過して突き剣

~勺たζ とになり、以後、スイ ッチで切P鰻すか、チェーンが切れるま

で目線と自燐はつながれんチェーンは独自仁CP8を符勺τおり.切

るためにはCP ~J.Jニのダメージを与 えな 1Htl:'ならない.日llI!:白機の

踊闘があま 9に大きいt告はチェーンが切れ畠ζkもある.jliに協が

つ〈こ 1:11うりあいだが、怒号i用巡J1.としτ色刷lできるだろう.

2()0.'マルチレーザー :ユニコン (R-TEC).ニの兵器にはユニュータか

っ~J1lI(.Jなパワーコン トロールシステムが付属してい晶. I自国V 匂νスν

ーサ・一相当の火力ての述品jモード、 ZE火力での単身サモードがスイッチひ

tつで切り*えできるのである.νーザーνベルは連射そードて2、1匹

射モードで3.
4ゐωビームキャノン 乎池通(4制 81..).荷敏 昨 を射出するシステム

11大全¥111下での運用にはやはり向いてレない.もっkも$'(111問。τぃ
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OR斑接持r
る筑h・t比して、 4の40闘がIHA rWII霊能い、うのは発射後のパワー

ロスがあま争に大きいからである.レーザーレベル3.
ω帽ビームキャノン:ダ9...ノフ (S0 -60/22>，大口径だが、市i併雌

k営うわりではない.むしみ現ff.するピーム兵誌のなかで、制十はいち

ばんï~1..のである.システム念吹き，.のI~'l'強化できなかった当時のt~

術力を示しているにすぎな色、レーザーνベル2，
ω帽ビームスプレー :7シaプール(>'ドム77イア)，荷電会凪L枝子を

l図様に散らすように治ぴせるハイテク磁波兵45.射怨は短いものの'*

動兵誌を相手にするtきにはω郎、味方主なる，II>~物 t ':う.bりでは
::: ，!-''''31・ない命制定火力で、命中したらメカ本臥エンジン、 栴4d>よす-<て

のゆ十弘兵器なrcこl発ずつ等い、ダメージを与える.人間への命中i孟全

身各部俊C:1発ずつ、半径10m以内に歓入がいたら.金il会q司じように

被替を受11るものt する. 熱盆1~;1)jいが.ビーム !:Lτの[在過性には欠

11るのでνーザーレベルIHである.

2ωポンドメーザー :GME (デス・ν1)メーザーi車問i射砲.マイクロ

波i'照射して生物だりにダメージを与える竜子νンジのような兵認であ

る. メカニックに命中したら、 銅線判定I~行なわず、 106人の来日{や

給過中の盟物、肉、野菜なnにそれぞれダメージを与える.メ:IJに乗っ

τいない人間1ひH をJlhτ也かま わない，vーザーνペル2.
蜘ポンドメ』ザー インドラMW引 5(サ.ッパー〉メーザ由也照射砲.

鈴fンド!;JV-Nは悶じだが、こちらは 1010人までにダメージを与え

匂こ主ができる.νーザ-vべN3.
55回オートキャノン。 ピッ:IJ'-ス051(ゴースト)55a噌最掛1砲。後

叩の厚い相手に I~~I草創作できないか島知れないが、硲t してみた場

合、その命中事のi町きは静備できるはずだ。

叩弘・キャノン :ライン品、ーデ'N(PAKHゆ.輔匝阿包tしては明らかに

1[1武だが.そのパランスの良事には定都があり.現代まで生産I~絞りら

れている.

12伽・キャノン ラフクランドTK-7(ハー7ポンドλ 105maでは心鮮

ないい、うなら、これを使おう.lIi:鑓甲車から中臓車〈らいまでの量産自E
t して悩乱

1550・キャノン:ポ7*ータ。IK-¥11().本体もE車体い、さきかlItすrro
対装甲兵器ではあるが、M虹t性i孟+サ.

21D圃グレネ『ダー :バンギー&グパヴエ(HE-I似)0)21()m1!i!~純弘典
型炉Jな遺児厳支121兵器だが、かなりのTPがあるメカニフクでないtニ
の平の兵部I~俗載できない.白面見告す単式だがお棋に附111がカ噛・るため、

射事l113?ーンに l回kなる.また、チ'¥'-トの五:ddI持軍IllOOOmまで

t!カ土地大射程lは脚叫する(胤ゆ市初耳漏}修正を使用す畠).爆発

物脱いで、中心'，!.U1i在径10mの俗画、ダメージを受りる恐れのある周辺

飯JJ02(蔽終命中串x2でも命中 t する)I~<l'{:領草掛から寄らに半径60mの

範囲.

2臥hグレネーダー.愛関1ft機 〈他病灘〉筏ゆ地5単純L掛川V司開 織

をlr.般にした2150年代の戦崎においてはそれはE戦果I~期待でき ないt

いわれてい るか仁そのお脅は敵の恐怖心を錦~..:るはずだ. 舟I務114 タ

ーンに IIID.段対娘は淑ゆn(l似ゆn時の距厳修正を館IJする).中心

点Ilu直径20m、ダメージを受11る恐れのある悶辺執峨l孟中心点からさら

に半径80mの範J!Il，

アセンブルガン シキ作タフト tガンクラスター/レベルA)m兵器集

合ユエット.7.6z""LMG.火炎紋射器.奴h・'f:-?ーランチキー、 20

...，(/1/カンがひとま tめになった欲強り兵怒.それぞれの兵;f.jをHうよ

。安上がりだ81盛盆はよ 9b'~ む. 給弾システムの関係で.専用マガ
ジンをf如Hしなりればなら4μ晴夫 ζれ念噌11合に;1)jfl.7 tンプ片:IJ'ン

rtrの兵留の獄サにもゆ銚民主品川恥νて舟慨 を行ない、明記されてい

ないヂータはそれぞれの兵践のものを使用する二u毛ーターランチ'¥'-

4 0  

の弾歓は4発).

放水砲:メオ .vスキュー (TBファイアマン〉ジェットホ羽目rll.小型
ジェットエンジンで水守勢いよ〈噴出寄せる消火/義仮説挺ユユット.

1秒!I司に 1509 フトルの水を紋11\するこ k がてプふそのホ[EI~ゴムスタン

ガンなみの火力主なるu薗定ダメージで全身に拡告を与える).専用水タ

ンタカ称え体についτぃob'.消火後なEを利用す晶なら、弾数l孟無制限

tな畠.

7リーザーガン 科学教命研究社〈セー77-Z) 1:車結f{lIIJt符装置.こ

れは爆発物処理用の滋i只だが、進耳織まて耐冷凍液を飛ばすこ tができ畠

ため、しばしば兵~H して悪用事れている. 非サイバーの生物に命中し

た場合、その部伎は醐rfl!にSUVが106ランクダウンする(SUVがG
以下になるい修正または邸111不能の凍傷となる).メカ、サイパーに対し

τI~基埠唱切にダメージを与えられないが、可動部.関節部に命中したら、

4納に行動部自~!:なるだろう (GM会全判断)，ま た、路樹i'1車もぜτ追

跡事を阻むような使い方もできるだろう.

ADAM-O ハー7ムーン{ストライダー〉簡易サダームミサイJV，発

骨機、 教倒の小ミサイルに分組、 数回振を槍自に探耳障、攻調書世行なう

tいう発践Ml岸通事ミサイ，1/.J凶サ方式が“A-になっているが、同じ目

標に対L放回の命中判定を行な。てもいいし、発射方蘭に数仙の目婦が

あ畠場合、Ul9分けてむかまわない.上回線申鈍で笹申チェックをしな

りれU.'ならなt、

ADAM-5 エルマ&グ斤フプ〈ケルピム}サダームミサ1JV. ADA 

M-Oよりやや高性能である.級大のセールスポイント I~目線に命中しな

かった小ミサイルが地波じっ〈以蛾取地盤になるい、う ζ とである.

1的'lt化したもの11.以後 "対織耳嶋lIftしてみる.

地雷散布ロケッ ト(5):シャオロン造兵厳 〈臼老傑}小5型地雷散布ロケ

ット5・Lロケッ ト揮にポール状の小型置対戦継地留がた〈さんつめζまれ

たもの.敵に直接攻司書Lτ も効果はない.目様絶滅{直後日如、の範湖}に

射ち出すbので、外れるよとはない{アクシヂン トチェックのためにだり

さまざまなオプション蝉

ソリ ッドシューター‘ガンランチャー周に訴たな専用弾が発表i!-れ

τいます.

①ソリッドシュータ一期結婚弾

般にダメージを与えるのではな〈、 トリモチのような空気硬化ポリ

マーカプセルをE匹、出す対人用震鍵.116位にかかわりな〈、ウzポン

とファイ ト グループのスキル%が~になる. ナイ フなどでポリ マーを

切ればい D6+3ターンa・聾)能力r:回復する.嫌が小事〈、 メカに

は効果がない{バイクなどには効果を期待で車る).価格その他のデー

タは変更なし.

③ソリッドシユーター周帯電ベイント殉

センサーを狂わぜる磁粉の混じった特殊ペイントカプセルを浴びせ、

メカニックに接備されている申中寧をよげるセンサーや‘持116モ三タ

ーカ〆ラなどを使い物じな勺な〈する.対人、特にザイパーパーツに

b有効.ただし狙事脅しなければ命中させることは織しい.

③ガンランチャ一周催涙ガス殉

目暢へ命中Lな〈ても近辺に婚擁すればよい(最終命中車x2または

3でも効果"リ).嫡弾地点力、ら直径20mの鍵簡に儲濃ガスが散布i!-れ

る.効果飽館内で適切な装慌を持っていないキャラクター、 オープン

タイプのメカニックに儒乗しτいるキャラクターなどはwrLO)AR
20のテ;r':，-クを行なう.!軍備絡r:$Il00. 



(500LB MESER) 

(20mm MUL TI-LASER) 

(IMP) 

ダイスを綴るこU.ダータにある火力値1:小息地mの火力を示す.散布

地成を走行するメカ1:1圃々 の地官fをよりτi曲るこ kはできず、その範聞

を走。絞りるまでダメージを受付絞りふ

地.敏布ロケ

ツトHI弘'札L臼老係よ 0広範廊に地i活町を膨骨郎Iするもので、散布地城Iti配径150
mになる.他のルール11同じ.

FAEミサイル プwーペイカー〈ラグナνク}地抗原/地j車掃討ミサ

''''. FAEU縦割~l!空量得発兵怒のこ t で.ラグナνクc:1主催ft鍬強
ガスが詰まっている.締測するし tlスがあたりに吹き:JlL、~飢u

っH 適当な鱗合にi且じった主 ころで自慰tf.lに点火.半符l(ゆnを市偽で

俊きつ<L、爆風でそのJAにあった物をす4て吹き飛ばすい、う宛械の

戦術兵容である.目緑地域仁射ちmすもので‘外れるこ tはない(7クシ

ダントチェックのためにだりダイスを鍛るこい.tlスが潟両するまでに

は数ターンを裂すん無風状f!で4;$1ーン.特に強風会旬jに〈広い場所で

11効集が現れないこ t らあんまた.倣~に11爆発地峨の酸素が急週院

に消費'2-れ晶ので、オキシジエンタンクや政紫ボンべなどを滋備してい

ない畳効l孟無粂I午で死亡するものとする.ニれはそうい。t~按備のない

メカに乗っていた場合で~Ifolじである.

1 MP(インプ):/(-ンスタイン lM-Mk日〈シリーズ4)(シリーズ

8) (シリーズ12>インタ一七プトミサイルポッド.白機に飛米するミサ

イ J岬ロケットなr~迎耳障するため伊陸ーの兵器で、同時にI!!敏兵器の

なかで唯一、精統制婚の可能なすfれ品のである.このか占峰IYI、慰訴導

ミサイルは攻撃7エイズやイニシアテプにtらわれず、高度の攻量産があ今

たt主、または{νーダー、自説なEで}ミサイルの彼返に事1づいたとき、

いつでも!f)闘できる.ミサイIvl:対しては命中すれば.必ず昭均E成功t

4句

lIi兵If

(SOmm BEAM CANNON) 

(ASSEMBLE BUN) 

(110mm MORTAR LAUNCHER) 

する.全弾またはー古都を 11閣または数個の目標に自由にlIB分けて書館サ

してよい.1 MPWi!'泌の兵器のように使用するこ tもできる(本米の周

通常盤戦車砲の特強砲湖

105闘キャノン、間同キャ ノン、 155阻キャノンは基本的に対戦恵砲

弾{磁甲弾、成形作裏側、粘着欄弾など火力はそうlItb'Jないむのとし

ます}を発射する兵鶴ですが、特殊な砲機む周.されています.

①楢F車
載車砲の、勺司書..，幽される対人のみ有効な網棚.出量発物銭いで、どれ

む中心点範留は 10m‘鍋辺積場は半径15m . 変更~れるデータは以下

町とおり.

lC陪醐鴎火力85/55 限界ダメージ12 !単価格 皮拍

120刷用火力95/65 限界ダメージ15 弾価格 1筑田

155刷用火力115/85限界ダメーγ24 !車偏絡 1800

②セラミック弾

セラミック殿様E量的徹申弾.火力1:低めだが、 電磁パルスシールド

などハイテク電極波腕嗣システムの装甲効果を揖視するという測点が

ある.

105醐周火力10 限界ダメーγ40・ 弾価格 1成田

120刷用火力90 限界ダ〆ーγ40・ 縛価格巧∞

155圃問火力lC旧限界ダメージω-側価格耳目白



途から火力はご〈小幸いが).J!iMjliEデ由11Ittr.速で飛米するミサイノν

を迎恕するためのもので.通常兵I.HL.τ使IIIする場合.それぞれの割1

般修正敏を+50するカ¥またはメカニッタを鋼恕するか選択するζtが

できる.

ACSM ゴールドスター〈ホウセンカ}対ロンパヲトシェル主i:if'()血m.
クレイモ711イプ対人地mの対2ンパットシェルパージnンである.や

新兵録性能チャート
111頬{量火器}

名樟

事国モーターランチャー

1I()醐モーターランチャー・

防白"・モーターランチャー・

チzーンシュータ一日

武力

85/45 

95/65 

105/75 

90 

ENC/HP 発射方式 回敏
初

初1/3 s )( 

35/4 s 吉良

回1/6 s × 

印1/5 s -70 

はりハン::i9l¥lの爆掃事Iが内蔵-tンサーでコンパットシエルか人r:uを感

知するし 90・の範聞に対袋叩制曜をばらま〈い、うもので、 ol'J拠開It

1i:C大初m.過当な場所t治情Lて使う こ1:.

ナパーム地雷 強熔剤が仕込まれたより強カな対織~II地加。使い方1主通

常の対戦抑制f!:閉じどが、爆発する t数ターン11目、Ol'.l!範倒カ燃え絞

りる.

底値修正
価格

実質効果
限界ダメージ

事ー.

関 IC旧 200 対人対物 印C価格 蝉敏

ー10 01-ω ヌ旧 。× 12 3 50 1発。0・50 草加 。× 15 s 80 1ft 

ー却 ー10-10 1300 。6 18 7 1∞ 1ft 

-120 ー 2000 )( 。 4{)+ 3 10 1発

* 1100・ 150帽モーターランチャ -c~基本的に.眼用兵器だが、待、遺びができ、段憶に適した場所があるようなら、自由人が野外T使用してむよい.

** チzーンシューターは車蝦噂用兵絡である.

N鏑{繕館長鍵)

名執 火力 ENC/HP 発射方式 回融
短・修正

価格
実置効果

限界ダメージ
E車蹟

切 2∞ 日加 1町田 対人対物 印C値暢 獅散

20剛マルチレーザー・ 90/120 却'12 A5/S 15/15 +40 +40 +20 22(淑加 。。 4{)+ 9 反則 1 1<ック

40m0ビームキヤノン 1ω 30/3 s 12 +10 。01-80 4低限沿 。。 4{)+ 10 11日加 1 I~ック

副加湖ピーふキャノン 80 80/3 s 6 。01-ω 置脱却 )( 6 30 15 7国~ 1 I ~ック

80帽ピーふスプレー 105 55/ 1 s 4 +ぬ +鈎 11自1000 。t込 18 14 8000 1 1<ック

耳目:f.ンド〆ーザー 80 40/ 2 s 8 +泊 01- 15(削lO 。x 初 7 筑問 1 1<ック

自lOポンド〆ーザー l∞ 65/3 s 6 +30 +10 180C削 。x 初 7 日目白 1 1<ック

55圃才一トキャノン 80 。70/6 82 25 。01-20 -30 ロ成田 x 。 40+ 40 耳目白 1 1<ック

1応圃キャノン 150 耳目'18 s x ー印 -~日 ー叩 15000 x 。 40+ 5 11∞ 1 ~尭

120圃キャノン 180 草加'110 s x -40 -4{) ーω 22000 x 。 40+ 6 1500 1発

I~百四キャノン 200 車国iI2 s x ー日 -30 ー叩 主矧刃 x 。 40+ 8 2000 1 !陀

210幽グレネーダー 115/お 15(旧'115 s x ー初 ーω 35成田 。。 15 12 耳目白 1発

26C国グレネ四ダー 135/ 95 2000/17 s x -70 -50 5日籾 。。 18 15 2託旧 1発

アセンブルガン 解脱 150/ 4 解脱 解脱 解脱 4(湖沼 解説 解脱 50 7ぽ国

放水硲 45 700/8 s ち由 -30 ー切 1は別 。x 。
フリーザーガン 解脱 40/ 2 s s -40 -90 耳E由 。x 。 7 匝均 1 1 <ック

ADAM-Q 耳目 15/ 2 A4 +印 +市 令 70 27は~ x 。 40+ 11 24民泊 l発

ADAM-S 在旧 17/ 2 A6 +70 +90 +80 主矧lO × 。 40+ 12 27回路 1 '尭
地雷散布ロケ， ~ (S) 65 30/3 s " +90 +90 7は泊 × 。 9 27 日目白 1発

地宮殿布。ケット(1.4) 65 50/3 s +90 +鈎 1成問 x 。 g 45 7伎町 1発

FAEミサイル 主旧 40/ 2 s +90 +90 1α以lO 。。 40+ 35 鈎氏自 1発

IMP-4 20 20/ 2 (54) (4) +初 。-50 市αm x t与 15 4 岨自白 1発

IMP-8 20 45/2 (SS) (8) 4ト初 。-50 3目別 x 6 15 4 岨lOO 1 ~尭

IMP-12 初 70/ 2 (SI2) (12) +初 01-50・ 虫矧lO × ゐ 15 4 時lOO 1発 l

* 200・マルチレーザーの火力倒的右側C~単射にした場合的火力である.

VlI頬{娼獅)

名称 火力 ENC/HP 価格
実慣効果

限界ダメージ
対人対物

AC5M 125 。0/1 、宮ぬ 。。 9 

ナパーム地雷 1お 7/ 1 日~ 。。 30 

4e 



アドパンス+ルールでは、 νーザー兵怒11他の兵器t区別して扱って

います.このセクションではその速1Mを!n止しτいきます.

〈メタルヘッドワールド〉に存花する兵認の中で、 νーザー系の兵器i孟

Eれも両織の都矧に入るでιょう.しかし‘従来の兵部(衝撃や嫌風なE

によ今て自僚を紛砕する兵器}に比"'.実質的にずIt抜りているとも、うわ

りではあ9まをfん.むしみ非常に効串が惑し級いちメンテナンスも鈍

ιいしろものなのです.v-ザー系兵器が実用化事れてしItら〈絞って

いるはずの 〈メタルヘッドヮ- )Vド}において、いまだに判決していな

いのが何よりの際拠でしょう.

しかしそれにもかかわらず、 νーザー兵包会司壷カである t~れるのは.

νーザー兵品HI百>>，止対レーザー防御手段もよ〈知られていないためで

す.実『軍兵笹川ける腕Pはできτも、それtFoJじ火力のνーザ叶:対

する防御11おみそかになりがちです.iた、た tえ知っτいた主しても.

対νーザー袋織のl間~11費量しし 製品弘容Jr.iですから、あまり桜'lll孟し

τいまぜん{νーザーで瞥たれる般会も少ないので当然ですが).する t

結見羽切:νーザー兵il:f11強力である L¥t'.われてしまうのです.

しかし、地近11特に$(のνーザー兵認が出回るようになり、それに

つれて対νーザ-!軍備もよ〈見られるようになっτきiLた.ill1Jな装

備をしτぉ11ぱ.低出力のνーザーになら'HHサ応できるのです.

レーザー系兵器の種類とレベル
ゲームではνーザ一系兵訟をそのダメージによ。τν〈つかのνペル

に分げてル-/1，;(:取り入れます.

レーザ一系兵?;II1熱や欽射線によ。て自振にダメージを与えます.m 
力や発伯雄によってその防衛手段にも畿が出てきますが、低ー中νベル

までのνーザーI主主に熱によるパワーによってνベルが決定されます.

高νベノ岬 νーサ'-11強力な僻搬を宛します玖これは航する手段

は例入νベwでは智棋です.

また、ピーム系崎弘司監般波兵器11νーザ-U1速いますが、簡略化

のため、ゲームではνーザー系兵器tLτ繊，.* t. 

レベル 繍幽する兵鍵

。 。ンサ一周レーザー、レーザー通情織など

プラスター、ミ ニレーザーまで

2 レーザーランチャー、レーザープレード まで

3 ビームキャノン、メーザー喝など

4 戦略兵籍(FE L、線レーザー'.ど)

νベンνOのνーザーは兵器としては役に立ちません.νーザーの[直I血
性を利用したセンサー.理UIl担軽、i画伯機なEに利用されます.1防にνー

ザ-l{;ミセンサーに対Lτは.A LPDによ勺τジ令 ミングカ町lfI止です.

νベル lνーザーはご〈低出力のものを事します.~S単兵.S'("ftえば
命総白砂l税軽懐側銑なt'(火1)+ぬ以下}のパワーに相当するでし

4 3  

レーザー兵舘

ょう.

νベル2レーザー11小脱級戦劇においてはきわめτfii.l晩な兵器~τす.

).jvーザー設備をしていなりれば、メカニックもやすやすt倒すことが

できるでしょう.m~軍兵器でfH.I!:大口径機関砲(火力+100以下)I訪日空i

します.

νベJν3vーザーまで(oL熱によるダメージの代わり に刷機や

電磁波によ晶ダメージを相手に与えることもできます.人体にはもちみ

ん.電子機器にもilM'jな担締約Uるでしょう.ニうしたYフトキルを日

((.)としたνーザー系兵総もありますが.火カにだ4付11集畠4中g1杏5せた?-iアr
Iはt暗聯刷知制111鳴也やミサイr斤νkいtい、勺吋1よ沈量扶級の脈術兵器の

νベノルν3v-サザ.由tに二ゴ声対4す畠獄効}処約なw肋11謝酎手段lは孟μtはHんE品り tぜん.

νベル4vーザーは、パワープラントが巨大になり過ぎ.粉品でのif
mは耳Z可能です.自由電子νーザー(FE L).核爆発νーザーなn.J積
額かめ 9 ますが、このνベルのνーザーは大~~宇宙定、戦拠固延長なEに

繕敏幸11-その白線ちシティ ひt つ t~.. 7ーミーH田川iBltいう途方

もない品のになります.

今白紙し〈加わった数織のνーザー系兵誌のνベノレについては武也チ

-t-トや別セクションで総介しています.既mのνーザー系兵器のνベ

ルについては以下に明記します.

兵鍵 レベル

22 C.Iプラスター

レ由ザーライフル

ミニレーザー

陥抽パルスレーザー 2 

主回ビームキャノン 3 

レーザープレード 2 

環境による火力の変化
νーザー系兵縫11太古\llI!内ではその本来の能力のす4てを~êr.f.ι てい

まぜん.大気中の水泳宝1や湾遊粒子、大事1そのものも νーザーの火力を

ロス1けれ・ますし、州:水中ではそのパワ四11格段に減少します.G 

MI1以下の紀述を参考に、即応こよ畠火力の変化をゲームに取り入れて

(f:~ぃ.

宇宙空間(真空中〉でのレーザー

νーザー光の百L巡をまった〈妨げないn~ll'でνーザー11最大限のパ

ワーを剣軍します.宇宙割r，jでレーザーを巡則する励会、その火力11-

~lt2f苦 t Lτ 〈だきt-. しかし、 多量の宇宙勝、 3ゲスなEが:~う さ~r.1Jで

は地上主同じ〈らいのパワーしかU~せないでしょう.

地上でのレーザー

温度が蝋織にI.li~・勺た札 4副主にはこ 0 っIf( なりれば、ダータにあ

るtおりの火力をf削llLます.



国磁調重E

湿地降鰯状態でのレ四ザー

霧が発生していたり.雨倉市椿っている t器、また領地に11ζ りっぱ，. 

tころではすべτのνーザーの火力は半減します. あま争にひEぃ~~

It火力を-fl!Oにして bかまわないでしょう.νーザ一系センサーも使

い物にならな〈なbζ とがあ Pます.状i兄によって判断して<1:きい.

水中でのレーザー

IHんE跡、物になPません.ただし、 vべrν3~..u一二のνーザ-'K~兵

誌はもとも tの火力が絶大なので.火力li[~半減して世!I1l可Hτ ぃ、

いでしょう.

レーザー嘉兵織の実曹効県

ルールブγクに嶋・22'れているすべての民緑町実質効果織は、防御

g闘が加えらねた攻撃に対L万全の肪膏手段を有している状怒各組定し

て叡定されτいます.と〈にレーザー果兵鵠の実質効果は自績が11レ

ーザー装甲{ファイパニウムアーマーなど)や耐レーザー防具{マグネッ

トアーマーンステム屯:ど}を接惜していると想定した場合のものである

ということです.

例 .22 Calプラスター 対人O 対物&

10醐パルスレーザー 対人O 対物O

E再御側が何ら耐レーザー硲申または防具を縫備していず、代わりに

通常的経申やE耳鼻を接憎しているとき、その実質効果は 1ランクずつ

感化することになります.

I!'J・ .22 C剖プラスター 対人。 対物O

10圃パルスレーザー 対人。 対鞠。

対物効果がOである低出力的レーザー系兵斡1:通常の館中緩でもあ

る極度、防御することが可能なのです.人間はほとんどの喝台、レー

ザー果兵器のダメージをそのまま受付ることに屯:るでしょう.
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さまざまなメカニック
〈メタルヘァドワールド〉で11.メカニyクI主人績がよ臨出したすべての

1lj11llで.きまずまな分野に利mされています.

メカニッタIt大 き〈分けて、戦別メ3秒、 愉送メ:/J.係員陸メ舟に分額で

きますが、そのIH途や運閉される環境によ っτ針~な設計がな事れます.

ここで納介きれるすべてのメカニックI~. (i鮮演や実mtt:のl~fJ閣から}

呪時点では基本的にPCヵq苛訂することはできまぜん.シナリオに登場

したり(あるいはシナリ才の舞古になったり).ストーリーの中でPCが

-11制'Jに鋭mするのはかまわないでしょ九

今聞はページの肌合から、こお首メカユック11W1l愛されています.

Gタイプメカニック

数10-1【同人が来争込む巨大なメカを総軸:して‘F ールの上でGタイプ

メカと呼んでいます.ニの極類のメ:/JじI孟"/Vベフト鑑以上の動ド震を

昔~.Q*J;./水中艦総機動トーチカ、砂止:紙~中母穏なEがあり、ど
れもシティ単位でしかf:t.:{i/副 lできないものです.

対空ヨルベット緩 〈ベル7ァスト〉級

沿J伴草

ドでIはt海2車匹の主7力11は孟こうした小z型目鎗であり仇.rこのシテ4もシ-ν由ン

檎=魁[.Hは主溢去の物t考えてい畠丸.主武2装毒の .Xvイ'77ランクス"シス

テムは強烈なX線νーザーで.飛米するミサイルのセンサーを硲~1lする

ための自主{Qt..'が.樹制撤討昔置が総寄れていないメカニフクに向りて厳

島tすれば.電子兵聖書にダメージ~.tj.えるだりでな〈、来JJ.もE慨しτ し

まう.

全長 ・60m
越度 :50ノγト

型Ii.rl歓:12 
E武袋 :Xν，j 77ランクスx2‘ギオ.スAAMx8、60帥ピームキ

守ノンx1 

所秘握1織 :RGEN(ロイ"¥.JV • グリ 7 ィス ・ エクストラ・;i.-jピー}

犠動潜水艦 〈うまなみ〉磁

新型の趨電導俄越システムをf摘した攻撃霊前跡&通常の兵袋のほ

かにワンマンホ中将測艇ハイドロジェット.水中戦仕様の3ンパットシ

ェルを数後ずつ撚般Lτ，.る.SLBM栴納スペースもあるもL'・-

全長 130m 
述Is: : 80ノット

釆口敏 : 40 
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主武俊 シャミ).JAMlixl2.Mk¥'U短ftt:ltx20
術協劃l錨I: J餓Iノ竜治寺・国際機動11(
輸送儀上底 〈われらが母なるマりンダ号〉

メガ=シティ復興期に少歓つ〈られた砂止巨大事白送経.荒野11fe険な

ので族制約111ず.ょうした巨大な削必W資源をシティまで運んでい

たのである.ζ倒 fll1代々"¥]険家.を名乗るオージ一一家の持ち船だ

が.内締は改造事It_鰍送船でな〈盟諸制IlllLτ使われている，-*ー

ジー一旗t その仲1111はパンダットではないが、 í，j~tアメ 9 :/1をジプシー

のようにきまよ主キチピー集問tしτむ名I!.

全員 : 12Qm 

連J~ : 2ノット

泉JI敬 汁量定450
玄武装 :2(ゆd迎X 1.各福輔副~~J民

所秘組織:ォージー一家

空中母量I(カリ ョーピン〉紐

攻事豊島やへ9"プターをj与謝書載した巨大劃I捌 L全興衡やor内に

IHんEの側首会R集中しれ'9，防体11大きいが、聖書甲/武装Iま貧弱で.

そのため実戦事加の:esーはない.:/1リョーピン級は桜倣合エンジンで飛

行しているt曾わIt_就航からお年、 ー皮も地上に降りτいない.一説

によるとニの械のメカ11低~飛行や特地のショッタに耐えられない l ~ 

いう.

全員 : 9白n(拠隠240m)

速度 1ωノヲト

XU~数 1ω

(KOROVIN) 

電寄「

4 5  

事F量世界

主:武裂 30凶ovfJl'スレーザーx6、パンジ守プAAMX90

所属組織:カーン ・セクシaン・ク担シュナ

水上/本中メカニッ7
ホよ/水中メカユツクはその行量局混11111開lもれる bのの、海に闘まれ

た地域て11盤嬰な役捌を処たしています.大型の紛れま虫閣総 Z21巡総

縦捌臣、鰍送量ι小裂の紛れまハイドロジェァト、{刊魂!Il1も含めて}コ

ンパットシエW なEがあげられます， t，に小型のメカ11泌を仕事場にし

ているノぞンデットやハンFー(..， 9ンプラスターなどと吋iばれる地成もあ

ーます}にはな〈てはならないメカユァタです.

また各植木バーメカユックも水上で働きを期待できるでLょう.

魚雷健 (E-BOAT5)

海11!では通常時は"'"ベフトや79ゲートによる沿r.i!i!ltJI.をnな。て

弘、るが.司ill>のきいには，((rill緩やZ11i巡艇が主眼力 tなんお巡艇は敵小

型総魚沼艇はより大きな悶僚を受11待つのである.

会長 : 1加

速度 : 70ノット

乗員数 :6 
主武装 :毛グタン磁力魚沼x6，12，7，・.HMC

所漏量減:鐙地奪回線j)'J'IC・地中海m而，.11:

水中作事院周シェル 〈オルカ〉

地tU'(~ .， l~汚染の少なt湘1，国際紛~}によってそのや'1111やl制

発が厳し〈制限されているが、それでも沿伴メガ=シティ 111語に筑を求

めざるを微ないい、うのヵ'lJl.'JU!.水中件君臨朋シェル11海中プラントや

}制ょ防司ほの越般を行なうためのメカニフクf!が、通常のコン

).νとll，il司lじテヂダザインなので、武器を取って戦う ζtも不可能ではない.

全長 :3m 
述)s: : 8ノァト

乗n敬 。 l

主武装 金属板切断制制作ーザ一

所偶組織ゴメスi革問削予~，鐙設訴

飛行メカニック

屯磁波や鍵常事UIlで~I孟交通には不!J!な~r:u~なりました. し:かし、

糊腕に制1る空'1功・らの攻撃/支援11非常にお効t!ι.惚章しやすt、

電千機器に観る ζk を考えなりれば‘串る符~J!'I1安全に飛行ができます.

物資愉送にGI0軌逃川， ~ ).);沙問)漁行メカニフクをI!I!うのは令都J

ではありません L. 経慣がかかる?刊に信頼性の低い&1J~戦JI1II量もあまり

~<ありません. やはり、戦拠の大きいへリや攻験機が生巌数K しては

もっt島幸いようです.

また、~~主性i"婆求されていい・5臣官僚はνシプロ ・ エンジンです.

νシプロ 11ジェットよ りメンテナンスが来で、絞IH節~1できるい・う

利点のほか、空中のお平f細l首相高食3ゲスなri"'，且い込んて可'~i"起ζ す

伺f準が低いい・うメリフトもあります.

低空臓送観 〈ベリカン〉

趨低~i"地を遭うように飛行する企興機. 進1，A:11迎いものの、少ない

慾料で長距維を飛行できるい、うζtで、メリフトがないい、われてい

る鎗送慢のなか"n何1'1fa<)な有権である.この干の劃L窓僚は巨大企業の

支配下にないと〈小きい湛輸会社やハンターチームなEでも飽Jllきれて

も‘る.

全長 : 40m (翼幅)

巡!A: : 190ノット

刷版:10 

主武官主 :なし

J哨品*1lI瞳:lJi'i'ilil妨"社
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破鵬攻'割匝 〈ソロモン，J)

対安織9H対厄iX修め両方を行なうメタルヘフド・ワ-，~ドで11:般向

ホ継のVTOL続報58峻. 機体7* 'ν4・ 11ステルス性ヵwjそうなヂ-~fl

~t.:が、ニれはスポンサーを安心杏せるための4昔話で、別にステWス伎

は考慮されていな色、

全長 : 1申n(l開脳12J引}

速度 : 14∞ノァト

決Jt数:1 

:1'ぷ袋 : 10..νーザーパルカン、ターガーAAMx4.ベ97NAG

MX4 

i冊憾轟i鍛:グランドカナーン IADF

特殊ガンシップ 〈オスプレイ川〉

強力な兵認をf持縦しかっ少散の兵Jlを愉必する総11を持った航空機

を:llンシップt 弘、九 ζの僚体117ーミ ー鮒~部隊が効脳内なn織を進

行するための支援機で.~品上~'tP.lUl..パラシュート時下杏せたのち.

敵殺IjJ調lJjtを上空から"11い t~ ~ .撤収干定ポイントの歯止を制王して強行

滑静/緊急雌蛾ιI~ ~ ~ ¥、ったヒロイァクなi首摘が期待できる.

会tl: : 3加、(興町i25111)
巡11: : 370ノァト

来Jl敏:10+ 12 

1'.武主主 :宮跡帥'ンランチベ・-x1.4伽aピームキ守ノンx2、12.7..
HMGx4 

f剰凪組織.シンクνア常f首ill・SGB支援セクシaン

オートジャイロ 〈ハ ミングパード〉

へFよりもっ t小型で小回りの主〈例転興描t.*ートジャイロは決し

てリーズナプルなメカではないが、シテ 1F何で11[i:Kするメカユツタτ
ある.5Eel'版スターターのようなもので.<<1こ防府情遣で上下に哉、.

メガ=シテ4で11干稚な交通機j羽u.τ.且アポリスな1:'11パトロール

に使IIfLτ←る.
全長 1. 2m (プνードリングl12m)
迷11: : 40ノ川

』在員数 : 1 

i或袈 : 5.56uo*ートライアル

所属組織 ミνニアム'JIlJj(・ジオフロント符務
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有名なモータースポーツ
モータースポーツ1111同，~明書れτから.いろいろ考案事れτ きまし

たかtドライバーの技量やマシンの制能を鍛うい、う点でlatiikそう変

bりまぜん.しかし.人々の心カf危lItしτいるためat派手でfι険なシ

ョーピジ品ス的餓技が$(なっτいます.

プラッデイ四ゲーム

人全1カ怖いモータースポーッですJ品定の71-'νド償成や荒野な/:')

~設定し、兵器出i'1持似したメカニフク数僚で戦闘を行なうい・うIí!.険な

ものです.

もtもt1主戦闘可能なメカユフクならなんでb~加できる t いう大ず

っぱな斤ールですが..揺丘てはt<にコンパットシエルのみでのバトル、

和』タンクやインセクター同土でのー踊討 ちな仁両チームが公平で、

Lかも観何年が帯びそうな見た目が派手な績剣のメカニァタだりで試合を

|瑚備するとニみら${な勺ています.

ヨンバットシェルのプラフダィゲームで1ι 威厳tなっているデトロ

イト市全峨を絞っτ行なわれる〈マシンド-~ ・ :/J ‘ノプ〉 が、インセク

ターだと東京のr.t.1tlピN街悌での (A喜劇職車戦/1日新桁場所〉ヵ町名で

1'. I世界的に司fi名なイベントではゲームのルールもしだいに釧吐的に洗

練きれてきています.

バ トルラリー

戦闘技術i'.Lt~メカユフタで.ラ リーを行なうい、うものです.メ

1'，νヘフド ・ワールドではシティの外はほとんEがJafで.1，剖換なミ A

-1'ントゃ'J<ンヂγ トがうようよ Lてい ~1'. H H はこうしたfω換

物を排除する自『げ兵怨州高級事れたのですが、いつのころから仇エ

ントリー-111問士でも戦制カ'許可ちれるようになうたようです.

ちなみに.鋭校;1.同士での戦測をt'lじ、ラリーのルールを継吊してt・

るのを〈ク 97レース).戦別OKでいこか〈当;'.(ゴールについた42が勝

利主いう.唱のνースアニメのようなのを (7ラット νース) ~呼びま

す.

作'1m!'問JlJi'~ bるものはと〈に人事ゆ物〈、水段踊)lJlliで、東京ーす寄

港ーマν一半島一インド亙b人全長i'@o(ハイポーJν〉ラリ一、北京ーモ

スタワーベ)'V1)ンーアテH'紡ぷ〈ユーラシアン ・サンシdヤイン}ラリ

ーが世界此k脱艇でしょう.

ホパーレース



いまや1世耕量訟車のメカニックtなったスポーツホノさーI!、スピードを

脱うそータスポーツの.:ua;;tって もいいでしょう.ほかの艦級のνー

ス1.11一線t'1]!I1L‘高級感きぇi盟今ています.

と〈に (FH)はかつτのFlvースなみの知名度と人事tt'W.;立しτ
ヤます.FHll世界中の金集体が協賛L.4iJ.'li.、平Iカメ ;1"= シティt"~

較します.

その下のランクでより小脱線なホパーνース主 しては(H筑間的IXH3)

{サ.，，，，;11ンド)1.どか勾i名でしょう.

その他の毛ーヲースポーツ

モノパイクでHなわれる殺人ホァケー {モーターホ，，，.ー)11全般知

的脱絞の2式会よそありまぞんが、手際なので、メjJ・zシティ内仁政らず

ちょ 。tした大き きのタウンでもしばしば'fiなわtt.チームの近瑚諸問I

逮従も盛んです.

:t~{-?ラフトやジェットポートを使。f:スピード感あふれ畠*_上ν

ース11沿1話/沿ibf飾 li各地でl'Tl>れτぃます.

あとカずき
またbお待たせしまιた.ランドプラスターのみな事んbこれで仲間

からげッシ-;RJ1.呼ばれるこ1.11な〈なるでしょう侠).

たいていのSI'系作品、 201島紀以降を野台にした7クション11もものな

おイ、メカニッ:7111.<にエンターテイメントなllt伊'!~栄たして t、品二

tが$いようです.巨大ロポ、ノト、 :71円、ヰ司liffi.飛行機・.e t c . 

昧bいのある使い方を杏れてい晶メカニックも歓声〈あ事ますが.や

はり大部分のメカの慌働側プァーッt派手であるζ とでしょ九 つま

9.カー7タシaンむの峡偶にf切ぬれるように.何H ぇτいない11

Eスピードtアクシgンで集。切っτしまう!1.か、峨争bのやSFス

ベクタクルでは破天荒な兵器をとにか〈 繋ちH り失調書する I エージ

エントものではrこんなζ ともあみうかbそよかしょに係僚の装備カ切

されていたクルマでス?ートにピンチを切り抜11る1 そういったノ V

11見てやτ;1(に企1符ちのいいものです.

メタルヘァドRPG全体の1世界感11.確かにサイパーパンクtいうジ

センルに位指するものですが、少主<1. 島、ランドプラスターをメイン

にしτアクション11HJlのプレイをするなら、も勺t派手でライトな展開

も質的るかb知れません.2E際.メタ'"へッドRPGの峨別システムは、

ζうしたわ、フク&スラフシユJ な日険活劇向きです.

事て、 実11ランドプラスターはメタノνヘッドRPG~デザインするに

あたっτ、当初から設定にあ勺t:キaャラクタークラスでした.彼のHき

パートナー.~，，?ift' ~1I11に交換できるメカニフク<MAD>のロンセプ争

もです.メタルヘッドが製品として影になるまで.ほとんE版取を変え

なかったニの名2 ンピを7ィ ーチ守ーしたサプリメントが~W-c'きた主

いうζ とで、作。平としτはなかなか感慨深いものがあります.

システムのお信

メカニァクの有イH ゲームにまt助事せる u、雄色合唱Htのがreこま

τt剖か〈再現する念、Jrわずらわし〈せずにEこまでゲームに取り入れら

れるか』というよとでしょう.絵本セット引幼‘なり納跡的にま tめιれ

てャま したが、エクスバンション!.Lτ新作-1>を込加する際にも制維

にならないよう気を使ったつも 9です.鮮に戦測に関して.RPGI!シ

背聾世界

技術の池歩やオミパーか4主将及により、極限までスピー内il1求する

ドラッグνースもより過埋まになっています.

:JI噌UIlIl酬 でE量う.まともりー ・ラY-11絶滅し.すベτパトJνラ

リーになってしまいました.有名なパリ ・ダカ-1"ラリーは779カ全

域がずっ t紛/(.;t<態なので、かなり前から中止きれています.

そのほか小成恨のお自f~!νース Iムランドプラスターの主主泡UI とい、

hれ、持Jtで毎日のように1M!!置きれています.

Ai~織でのエ7νース 11制明書です.ょんなお約加::11.<11:で飛待機t'飛

I!す針事者111>ずかですb'，1世界でただ1か所、オ七アニ7では4Jf-に

-1m!.:""νシプロPーグとジエアトリーグの2磁の公式エアνースがfi'

なわれます.

Z前む剣1日でもメ沖ニフタを使。f:ゲームI止盛んですが.これは裕舗な

こ前1;11舌者のνジャーであ9.j也tではあまり知られていません.小型

航iliヨットでの 〈オーピタル・'11:ノプ1コンパットシエW をスポーツ111
に改近したそピルシ:<.1.での各線鮒支大会なEがあります.

ミュνーシaンではないのだから絶Mにポ由ド使!lIをl蒔鎚U_t:システ

ム1111'らない.ぃ、うのがポリシーでした.

今由加わった衆しいルールのひとつはカーテェイスです.毎回変わる

両者の位還を袋すにはボードを使うのが一番たやすいのですが、 ACL

K故大MV. そしてカー7~文時成否チェッタで、 971>にチ:<.1 スヵ'1'1

1日できるようになっています.

また符メカのDC雌についτ.これrtY71v事主ゲームパランスの両

面Iから発案された制'ili.-c'-r.~湘t速い、メカユヲクl孟忠仰を攻駒れ

なりれば、見t:日11~ロポロになっτbりつニ主持ちこたえて〈れるも

のです.例えばパスなEはエンジンやタイ吋ヘぁ!.l主連転席事え無事な

ら E ニ U~たれても(来客はパスの必行機自主に11関係ありません)平気で

すo 1. f.:‘Ef占晶な級制メカなら弱点11岐姉しないようヵ/<ーされていた

り.安全性4rrdめるt青躍がなきれています.ニうしたボディの余怖や機

舵佐官袋-rrdi乱がDC(ダメージロントロ-1ν}紘です.DC航11・チェ

ッグによらず必ずmられる防御力¥また11・HPをアゲ〆コする減らな

い敬鋭"なので、基本庁ールに比4、メカニックは!t1f.撃がIIi江tして，. 

るはずです.

メカニフクのオーダーについて、これは味わいi軍い設定ですヵt本当

にメカ好舎のプνイヤーやロードラフシ'¥"一以外にはあま争おすすめι
ません.プνイをする分にはメカユッタデータのものをそのまま使勺て

も寸分I:L‘メタルヘァドRPGの戦別におL、てはメカそのものの性能

より、そのとき Eきの11織や俗級事れた兵裳で鍵織が決するからです.

企をか11削 Z強〈なるI.JJえてI阜、、りまぜんJおれは川ギーが鮮きでM

Fでしょうがな‘4・仏いじるんだ!J!.いうζ1:09がある方はぜひt

b行な勺τ〈ださい.メカニァク11戦力である!.""辛にキ守ラタターの

ステイタスでもあるのです.腕に (:llilがあるなら、走行系の作:t~をチュ

ーンιt:愛111で.よ 9111火力/盤強巾な敵を{必ずιも慾破ではなoう

ち!¥かすのもまた一興でしょう.

州車に、今阿11刷却をメインにした附Fになりま Lたが.~t海、

そιτ宇宙にl苅LてI!i互いうちに7方ローをお約束します.
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メカニック・エキスパートシート 国車庫庇

所持者: 形式: 名祢 ・量格 : タイプ:

REF / ダメージ/データ変更

MV . 
/ 

ACL . / 
BRK . 

/ 
HP/OC . 

/ 
TP(兵量産・議申): 

TP(貨物 ・集嘗): 

察関~ . 
電車甲 鍋鶴命中褒 ・

全面/前側面 : (A / %) 
ダイス自 命中個所

上面 : (A / 
%) フレーム材質

後面 : (A / %) 
エンジンCP . プレミアムドライブ

ドライブCP

.-フレーム ・チューンデータ 射界閉j鎗.異議-./位置方式

一一.- 戸

前側面

._ 」ー
E 

F L、
3 

.-エンジン・チューンデータ 4 
上面

，....園開且

E 

U l 
後面

E 

各種自1.兵.

名称 火力 ENC/HP 発射方式 回搬
距腿修正

追加担史書
実慣効果 限界

残弾数
1-201-501-1001-:初日 -500HIXXI 対人対物 ダメージ

E 

3 
d 

5 
8 
7 
8 
告種調，.護側/鎗鰻物

名称 ・効果 r ENc-1鍛 l 名称 ・効果 I ENC I数1 名称・効果 I ENC 1鍛
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高平鳴海先生の作品を
こちらで紹介しています。

>>このページ、をクリックして下さい

http://www.amazon.co.jp/gp/search?ie=UTF8&keywords=%E9%AB%98%E5%B9%B3%E9%B3%B4%E6%B5%B7&tag=grandbluespla-22&index=books-jp&linkCode=ur2&camp=247&creative=1211#/ref=sr_st?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&keywords=%E9%AB%98%E5%B9%B3%E9%B3%B4%E6%B5%B7&qid=1357879163&rh=n%3A465392%2Ck%3A%E9%AB%98%E5%B9%B3%E9%B3%B4%E6%B5%B7&sort=salesrank
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