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　情報収集→チェイス型シナリオです。集めた情報によってエン

ディングを変化させ、PC の介入によって商会の運命が変わった

ことを演出します。

チェレステ色のパラディーゾ　シナリオ

甘い紅茶と苦い紅茶
by なななな

舞台　シティエリア

雰囲気：チック・アーバン

　シリアス　　○○★○○　コメディ

　リアル志向　○★○○○　ファンタジー

　冒険活劇　　○★○○○　心理とドラマ

人数　　　　３～５人

プレイ時間　３～５時間

テキセなら　６～１０時間

リミット　　３日目の夜セグメント

難易度　　　普通

こ の シ ナ リ オ に つ い て

ディスクレーマーテーマ

　紅茶といえば、芳醇で高貴な香りと深みのある甘い味わいを持

つ、高級な嗜好品です。コーヒー党が多いマリエッタでも、観光

客と現地民問わずそれなりの人気を博しています。茶葉に沸騰し

たお湯を注げば、赤い煙が立ち昇るように抽出が始まり、やがて

蠱惑的な香りがしてきます。

　遠くの「亜大陸」からはるばる輸入してきた高級茶葉は高額で

取引され、その中でも特に値段が張るのが、「ダージリン」です。

特上のものは同じ重さの金と同じくらい高価なもの。それが、木

箱まるごと空賊に盗まれました！

　被害に遭った「ジョルダーノ商会」は、亜大陸の食材や香辛料

を輸入販売しており、高級ホテルなどにも茶葉やタピオカなどを

卸しているといいます。倉庫も厳重に警備していましたが、リス

トランテ・カプリチオに出荷するべく積み込みをしたところを狙

われたといいます。

　こうなったら契約飛行士の出番。空賊たちが高級茶葉を処分し

てしまう前に、彼らの尻尾を掴むというのが、今回の依頼です。

シナリオ紹介文

　本作は TRPG( テーブルトークロールプレイングゲーム ) を

GM( ゲームマスター ) として遊ぶための「シナリオ」です。本作

を読んでしまうと、このシナリオをプレイヤーとして遊ぶことが

非常に困難になりますので、ご注意下さい。

　本作は、Lord_phantasm ／ 六畳間幻想空間 著「チェレステ

色のパラディーゾ」の非公式二次創作シナリオです。本作の作者

は六畳間幻想空間とはなんら関係ありません。このため、ルール

の理解違いや用語の違い、バランスミス等がある可能性があるこ

とをご承知おき下さい。世界設定等には「チェレステ色のパラ

ディーゾ」とは異なるものや独自のものが含まれますが、これも

このシナリオ限りのものです。

　作者は、本作を利用された場合に生じる損害などに関して一切

の責任を負いかねますので、あらかじめご了承下さい。本作は「解

説文」が含まれますが、特に紅茶の産地や気候の影響、味と香り

については人によって解釈が分かれるところでもあり、作者はそ

の内容の正確性を一切保証できかねます。

　本作はフィクションです。登場する人物、航空機、国、商会、

茶園等は架空のものであり、実在のものとは関係ありません。

非公式
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シ ナ リ オ の 読 み 方

　黒字で書かれている部分が、シナリオの本文です。

GM としてシナリオを進めるにあたって指針となる内容

が書かれています（もちろん、プレイヤーたちの考えや

PC の行動に従ってアドリブで変更を加えることは、推

奨されます）。

　グレーで書かれている部分が、シナリオ中に読み上げ

るテキストです。（もちろん、NPC のキャラクター性や

ロールプレイに応じてアドリブで変更を加えることは、

強く推奨されます。）

欄外には、読まなくてい

い裏設定や補足説明、解

説等を書いています。

イメージを膨らませるた

めの資料であり、このシ

ナリオを遊ぶ上で、この

部分を読む必要はありま

せん。

シ ナ リ オ の あ ら す じ

1 ストーリー

　“ 長鼻の紅茶名人 ” と称されたサンジェル・ジョルダー

ノは、並外れたテイスティング能力で「ジョルダーノ商

会」をマリエッタでも最高峰の紅茶ディーラーに育て上

げました。そんな偉大な先代が亡くなってから、先代が

遺した仕入れ網を頼りに商会を切り盛りしていたのは、

二代目 “ 現会長 ” マルティム・ジョルダーノと、仕入れ

担当者の “ 市場暮らしの ” ラウラ・ヴァローネです。商

会の中でもベテランの２人は、ときに協力し、ときに反

目し合いながらも、なんとか先代の頃のような品質を

保って営業を続けてきました。

　初夏。マリエッタのポートには、南の大陸やはるか遠

くの亜大陸からの商船がずらりと並びます。マリエッタ

では希少な野菜や果実、織物や衣類、香辛料に混じって

輸入されるのが、春摘みの茶葉です。「ジョルダーノ商会」

は高級レストラン「リストランテ・カプリチオ」へも納

品しており、この輸入品の数々の中からこのリストラン

テの銀縁の眼鏡に叶う銘品を選び出さなければなりませ

ん。

　先代の時代からカプリチオには、毎年、ゴパルダーラ

農園の「ダージリン・ファーストフラッシュ」を納入し

ていました。軽やかで透明感のある風味の春摘みダージ

リンは、夏場に向けてリストランテのランチに出すのに

最適なのです。しかし今年は、亜大陸北部の乾燥が強く、

春摘みは不作でした。

　現地農園のゴパルダーラ農園と専属輸入契約を結んで

いたジョルダーノ商会は、希少なファーストフラッシュ

を確保することができました。

マルティム会長は、これをカプリチオに納品して、新生

ジョルダーノ商会の名を上げようとします。

　それに反対したのがラウラです。彼女はマルティム会

長と異なり、先代仕込みの舌と鑑定眼を持っています。

輸入した「ダージリン・ファーストフラッシュ」は、香

りは複雑で濃厚になったものの渋みと苦味が強く、リス

トランテの客に出すには向きません。単品で楽しむなら

まだしも、食事の伴にはなれないのです。紅茶としてそ

のままリストランテ・カプリチオに納品したら、ジョル

ダーノ商会の評判は地に落ちることになるでしょう。

　ラウラは、今からでも代わりの紅茶を探して提供する

ことを主張します。しかしマルティム会長にとっては、

先代が遺した伝統を捨てて急場凌ぎで別の茶葉をカプリ

チオに出すというのは、狂気の沙汰にしか見えません。

「気が狂ったのか！」「あれじゃあ飲めたもんじゃない

よ！」「ダージリンだぞ！こういうのはブランドだよ！」

「このわからずや！」マルティム会長は頑として折れず。

　そうして、納品の日。リストランテに向かった荷運び

のヴェスパは、空賊「ルビーアイ」に捕捉され、拿捕、

積荷を奪われてしまいました。怒り心頭のマルティム会

長は、急遽契約飛行士（PC たち）を雇って、空賊から

茶葉を取り戻そうとします。

　ところが、実はこの盗まれた茶葉は、ダージリンでは

なかったのです。はるか東のフォルモサの茶葉と、香料

諸島で採れた茶葉を亜大陸産の茶葉に合わせて、ラウラ

が独自にブレンドしたものです。

　ラウラは、普段のダージリン・ファーストフラッシュ

とよく似たブレンドティーを自分で作って、秘密裏に

ダージリンとすり替えてました。商会の評判を守るため

に。

「ダージリン・ファースト

フラッシュ」：南の亜大陸

の山岳地帯にある「ダー

ジリン地方」では、春摘み、

夏摘み、秋摘みと 1 年に

3 回茶葉の収穫を行いま

す。「ファーストフラッ

シュ」は春摘み。

ポート：非公式の設定で

す。大戦前は浅く小さな

港湾だったのを、大戦期

に南北大陸を繋げる航路

の中継地として浚渫工事

とインフラ整備を大々的

に行ったもので、現在の

マリエッタの物運を支え

る屋台骨です。北の大陸

の帝国の資本が入ってお

り、国有化の話が出ては

立ち消えになっています。
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　そしてオープニングフェイズ。そんなことは露知らず

依頼を受けた PC たちに対し、ラウラは「ウーロン茶」

といつわって、本物のダージリン・ファーストフラッシュ

を飲ませます。単品で飲むなら気品ある香りが楽しめ、

会合で出すには良いものなのです。

　クエストフェイズでは、PC たちは空賊の情報を追う

ことになります。まずは空賊の素性やアジトの場所など

を探ることになりますが、情報点を多く取れたなら、実

は空賊の方がジョルダーノ商会を襲撃しようとしている

ことがわかります。空賊は、盗んだ茶葉がブレンドティー

であることに気づき、本物のダージリン・ファーストフ

ラッシュを狙っているのです。

　さらに調査が進んだ場合は、ラウラが茶葉をすり替え

たことまで突き止められ、クエストの一環として「マル

ティム会長を説得する」ことが可能になります。会長が

説得できたなら、ダージリンではなく、カプリチオに納

品するための「ラウラ・ブレンド」を取り返すために、

空賊と戦うこととなるでしょう。この場合、チェイスフェ

イズ後のエンディングで、マルティム会長とラウラが和

解する演出が入ることになります。マルティム会長はラ

ウラの舌と腕前を認め、今後は仕入れについては彼女に

一任し、自分は経理や会計周りをがんばることを誓いま

す。

　そして、最後までクエストをクリアできた場合は、空

賊ルビーアイが多数の高級茶葉を抱えており、さらには

空賊業から「足を洗い」たがっていることを知ることが

できます。この情報を持っていれば、チェイスフェイズ

後のエンディングで、(PC の選択次第ですが ) ルビーア

イが「シャングリラ」産の茶葉を提供し、さらにジョル

ダーノ商会に雇用される展開となります。シャングリラ

はダージリンと比べると無名ですが、ダージリンとよく

似た茶葉ができます。ルビーアイとっておきのシャング

リラは、ハチミツとマスカットのような甘く蠱惑的な香

りを持ち、渋みや苦味が弱めですっきりとした甘みのあ

る茶葉に仕上がっており、カプリチオに出すなら理想的

な代物です。ジョルダーノ商会は、確かな鑑定能力を

持った強力な航空戦力を手にしたことで、先代が若い頃

にやっていたように亜大陸からの直接買付にも進出でき

るようになるでしょう。

2 今回予告

茶葉の一匙は金の一匙。

超高級茶「ダージリン」なら、ときに文字通り

同じ重さの金と等価で取引されることもある。

マリエッタの高級店「リストランテ・カプリチオ」で

出されるのもダージリン。

それを納品するのが、輸入商「ジョルダーノ商会」だ。

今年のダージリン・ファーストフラッシュは

不作だったが、なんとか調達できた一箱。

納品しようとヴェスパに載せたところを、

空賊「ルビーアイ」に奪われてしまった！

空賊から茶葉を取り戻す、となれば、

契約飛行士たちの出番だ。

チェレステ色のパラディーゾ

「甘い紅茶と苦い紅茶」

カップにゆらめく紅い液体は人の本当の顔を写す、

ここは飛行艇乗り達の楽園

　セッション開始前か募集時に、この「今回予告」を伝

えて下さい。また、今回のクエストマップが「シティエ

リア」であることを伝えて下さい。その後、全参加者

と PC の自己紹介を行ったら、挨拶をしてオープニング

フェイズに移行します。

3 オープニングフェイズ

▼商館にて

　オープニングフェイズは、PC たちが「ジョルダーノ

商会」の商館で依頼の説明を受けるところから始まりま

す。

　ポートの近くにある商館は、レンガと漆喰で作られた

瀟洒で丈夫な建物です。中には、不思議な香りがする香

辛料の袋や変な形のお面、色とりどりの服飾や綿織物、

それに見たことのない動物の剥製、そして黒っぽい茶葉

や緑色の茶葉が積まれています。

　上部には大きなガラス窓があって陽光を取り入れてい

ますが、ポート地区にはまだ電気が通っていないため明

かりは燭台に頼っており、室内には黒く影が落ちていま

す。

　契約飛行士たちが通されたミーティング・ルームは、

小さいながらも上品にまとまっており、マホガニーの楕

円テーブルを中心に置いて、壁の絵画には遠くの亜大陸

の動植物が描かれています。

緑色の茶葉：「ファースト

フラッシュ」は緑色です。

「ウーロン茶」：「ファース

トフラッシュ」は通常の

紅茶と異なる製法で作ら

れており、萎凋時間が長

く、酸化発酵が短いため、

ウーロン茶に似ていてマ

イルドな香りが作られま

す。
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▼マルティム会長

　入ってきたのは、見事な口ひげを生やした恰幅の良い

初老の男性。

　だいぶ暑くなってきたこの時期というのに、きっちり

臙脂（えんじ）色のネクタイを締めてダブルスーツを着

ています。

男性「やあやあようこそ！はるばるポートまで飛んでき

ていただいてすみませんね。いや、飛行士の皆さんなら

ひとっ飛びですかな！」

男性「私はマルティム・ジョルダーノと申します。今は

この商会の会長です。」

マルティム会長「それでは早速依頼の話をしましょう。」

マルティム会長「実は昨日、リストランテ・カプリチオ

に卸そうとした茶葉が、空賊「ルビーアイ」に奪われて

しまったのです。」

マルティム会長「今年は特に不作で、値上がりしている

『ダージリン・ファーストフラッシュ』です。どこで聞

きつけたのか、この商館からヴェスパに載せて、飛び立っ

たところを襲われましてね。」

▼ラウラ

そこへ、扉にノックが。入ってきたのは、ブルーのシャ

ツの上にエプロンを着けた女性です。

マルティム会長「こちらはラウラです。うちの仕入れ担

当をやってもらってます。」

ラウラと呼ばれた女性は、皆さんの前に、続いてマルティ

ム会長の前に、紅茶用ティーカップに注いだお茶を出し

てくれます。

ラウラ「ウーロン茶です、お口に合えば。」

薄緑色をした液体からは、ブドウのような甘い香りと花

のような華やかな香りが立ち上り、口に運べばキリリと

引き締まった渋みと苦味、それに果実のような甘い味わ

いが口いっぱいに広がります。

　ラウラが淹れた「ウーロン茶」を飲んだ PC 全員は、

１日目朝の人コンディションが－２されます。

ここで疑問に思ったプレイヤーがいたら、そのプレイ

ヤーの PC 限定で、「感覚＋教養」で判定を行います。

　「しかしプレイヤー知識と PC知識は別問題！この当時

は紅茶は高級嗜好品です。PC に味の違いがわかるかは、

感覚＋教養で判定してみましょう！」

ブドウのような甘い香り：

いわゆる「マスカテルフ

レーバー」のイメージ。

ダージリンの香りを形容

するのにしばしばこの語

が使われるが、グレード

としての”MUSK”は特に

夏摘みの「セカンドフラッ

シュ」で出るものです。

　判定に成功したら、該当 PC に「裏情報点」１点を渡

します。クエストフェイズである条件を満たすと（「チェ

ンジリング」のクエストが公開されること）、普通の情

報点１点になります。

マルティム会長「ありがとう。こちらの方々に、ダージ

リンを取り戻してもらうよ。さ、仕事に戻りなさい。」

▼依頼の詳細

会長は皆さんに向き直ると、続けます。

マルティム会長「これが、盗まれた茶葉の品質保証書の

写しです。茶葉の箱にもこの保証書が貼り付けられてい

ます。」

マルティム会長「保証書のナンバーは官憲に渡してあり

ます。保証書を店で見せたときが空賊どもの運の尽きで

す。」

マルティム会長「そして、保証書がなければ、あんなの

はただの葉っぱですよ。」

マルティム会長「空賊どもは、この茶葉を高額で売り飛

ばすのに四苦八苦するに違いない。」

マルティム会長「おそらく、まずは国外に持ち出すこと

を考えるはずです。だから、今頃はシティエリアで、取

引相手を探していることでしょう。」

マルティム会長「今から３日は猶予があるはずです。そ

の間に、空賊のアジトを突き止めて、茶葉を取り返して

ください！」

マルティム会長「保険はかけてありましたが、しかし！

カプリチオに納品ができなければ、ウチの評判が傷つく

のです。どうか、お願いいたします。」

プレイヤーたちがこの依頼を受けることに決めたら、

オープニングフェイズを終了し、クエストフェイズに移

行します。

依頼を受けることに決め

たら：プレイヤーが難色

を示すようなら、報酬額

はかなりのものであり、

またジョルダーノ商会は

一流どころの輸入商でコ

ネクションを作っておく

と良いということを伝え

て下さい。
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ク エ ス ト フ ェ イ ズ

4 クエストの構造

　本シナリオのクエストカードは、以下のフローチャー

トの条件で出現していきます。付記してある必要【情報

点】は PC 人数に応じて変化します。それぞれ、3 人用、

4 人用、5 人用です。

灰色四角：クエストカード

灰色角丸：判定が必要なクエスト

青色角丸：イベント

縁付四角：エンディング条件

5 クエストフェイズ

　今回のクエストフェイズは「3 日目の夜」がリミット

になります。3日目の夜が終了した段階で、チェイスフェ

イズに移行します。

　クエストフェイズが始まったら、GM は以下の３つの

クエストを公開して下さい。

　・　空賊『ルビーアイ』について

　・　『ダージリン・ファーストフラッシュ』について

　・　ジョルダーノ商会について

　なお、このシナリオではクエストカードがそこそこ多

めに設定されていますが、すべてクリアする必要はあり

ません。クリアした数が多ければ、異なるエンディング

に辿り着けます。

　まず、「商会長の黒い噂」を解決した後で、プレイヤー

が（自発的に）会長を官憲に突き出したり逮捕したりし

ようとするなら、クエスト「証拠固め」をクリアすれば

チェイスフェイズで空賊ではなくマルティム会長を攻撃

することができるようになります。このチェイスに勝利

したら、「D」エンディングになります。

　会長を逮捕しようとしてはいないなら（普通はこう

なります）、空賊に勝利した場合、デフォルトでは「C」

エンディングになります。しかし、「B」マークが付い

ている「先代を継ぐ者」のクエストを解決していれば「B」

エンディングになります。さらに、「A」マークが付い

ている全クエストを解決した場合、商会と空賊が手を組

むよう斡旋することを PC が選ぶことで、「A」エンディ

ングを選択できるようになります。
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6 クエストカード
　ゲームバランスの関係上、本シナリオでは PC の人数

に応じてクエストの開示に求められる必要【情報点】が

異なります。以下のように対応する人数を示しますので、

該当する PC 人数のクエストカードを使用するようにし

て下さい。

PC 3 人 PC ４人 PC ５人
「空賊 『ルビーアイ』 ついて」 クリア

　クエストカードの大部分は、別のクエストカードやマ

スターシーンを条件として公開します。条件が２つ以上

ある場合、その両方を満たした段階で、クエストを公開

して下さい。たとえば「空賊『ルビーアイ』について」

の開示が条件となる場合、以下のように表示します。

空賊『ルビーアイ』について

2

PC 3 人 PC ４人

情報開示とともに

解決する

　なし

最初から公開PC ５人

　商会のヴェスパを襲い、茶葉を奪っていった空賊の翼には、

瞳の形をした紅玉のマークが描かれていたという。空賊「ル

ビーアイ」。高級嗜好品や芸術品を狙う連中で、空賊にして

はやけに組織立っているのが特徴だという。盗品を売りに出

そうとした末端構成員が逮捕されたことはあるが、肝心の飛

行部隊の所在はわからずじまいだとか。

慎重な彼らなら、まだ茶葉を売れてはい

ないはずだ。ルビーアイに関する情報を

探ろう。

　「ルビーアイ」は、北の大陸に近い小島の１つを拠

点にしている、らしい。どの島かまでは特定できてい

ないが、そこから闇夜に紛れて飛び立ち、北の大陸に

盗品を持ち出しているそうだ。半島の「マフィア」と

も繋がりがあり、そのネットワークを通じて盗品を売

り捌くほか、マリエッタのオフショア・バンクと手を

結んでマフィアのマネー・ロンダリングにも手を貸し

ているらしい。

　団長は“ジェントルマン”アルベルト・ブルーノ

だ。自分を貴族だと言い張っているが証拠はない。し

かし鑑定眼は本物で、ニセモノを掴まされてもすぐに

見破ってしまうという。乗機は生意気にも最新式の

CR.42”ファルコ”で、一葉半（セスキプラン）の翼

を持ち、単葉機のように高速で複葉機のように運動性

能も良いらしい。

「アルベルト・ブルー

ノ」の機動力が＋１

される。

なお、導入で「裏情報点」を渡していた場合、「チェン

ジリング」のクエストを公開するのと同時に、これを「情

報点」１点に変換して下さい。

　渋みと苦味が強いお茶といえば、思い当たるフシがあ

る。最初に商館で飲んだウーロン茶、あれはなんだった

のだろうか……？
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『ダージリン・ファースト

フラッシュ』について

　「ダージリン」の保証書写しはもらったが、それだ

けでは不安がある。茶葉そのものをちゃんと取り返す

ためにも、まずは目的とする茶葉の特徴をよく調べよ

う。

　「ダージリン」は南の亜大陸の山岳地帯にある

茶の名産地で、紅茶の中でも最高級ブランドだ

という。「ファーストフラッシュ」は春摘みとい

う意味で、葉の色は緑色のまま、香りは甘く華

やかで、味は引き締まった渋みと苦み、それに

フルーティーな甘みがあるという。

　今年のファーストフラッシュは、天候不順の

影響で収量が少ない上、苦みと渋みが強く、飲

みにくいものになったらしい。

１

PC 3 人 PC ４人

　なし

情報開示とともに

解決する

　なし

PC 3 人

ジョルダーノ商会について

　依頼を出してきたジョルダーノ商会は、”長鼻の紅

茶名人”サンジェル・ジョルダーノが一代で築き上げ

た有力な輸入商だ。確か、そのサンジェル氏が亡くなっ

たのは去年のことで、息子のマルティム氏が会長を継

いだらしい。

　マルティム氏は真面目な経理担

当といった風情だが、気のせいか、

濁り水の臭いが感じられた。念のた

め、商会の裏を洗ってみよう。

　サンジェル氏亡き後、ジョルダーノ商会は経

理担当兼会長のマルティム氏と、仕入れ担当の

ラウラ氏の両輪で回しているそうだ。しかし、

納品先のホテルやレストランはサンジェル氏無

しでもちゃんと商品を納入できるか懐疑的で、

見定めるような態度を取っているという。

　しかも、マルティム現会長にはなんだか黒い

噂も付きまとっている……。

1
　なし

情報開示とともに

解決する

　なし

最初から公開

最初から公開
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『ダージリン・ファースト

フラッシュ』について

　「ダージリン」の保証書写しはもらったが、それだ

けでは不安がある。茶葉そのものをちゃんと取り返す

ためにも、まずは目的とする茶葉の特徴をよく調べよ

う。

　「ダージリン」は南の亜大陸の山岳地帯にある

茶の名産地で、紅茶の中でも最高級ブランドだ

という。「ファーストフラッシュ」は春摘みとい

う意味で、葉の色は緑色のまま、香りは甘く華

やかで、味は引き締まった渋みと苦み、それに

フルーティーな甘みがあるという。

　今年のファーストフラッシュは、天候不順の

影響で収量が少ない上、苦みと渋みが強く、飲

みにくいものになったらしい。

2
　なし

情報開示とともに

解決する

　なし

ジョルダーノ商会について

　依頼を出してきたジョルダーノ商会は、”長鼻の紅

茶名人”サンジェル・ジョルダーノが一代で築き上げ

た有力な輸入商だ。確か、そのサンジェル氏が亡くなっ

たのは去年のことで、息子のマルティム氏が会長を継

いだらしい。

　マルティム氏は真面目な経理担

当といった風情だが、気のせいか、

濁り水の臭いが感じられた。念のた

め、商会の裏を洗ってみよう。

　サンジェル氏亡き後、ジョルダーノ商会は経

理担当兼会長のマルティム氏と、仕入れ担当の

ラウラ氏の両輪で回しているそうだ。しかし、

納品先のホテルやレストランはサンジェル氏無

しでもちゃんと商品を納入できるか懐疑的で、

見定めるような態度を取っているという。

　しかも、マルティム現会長にはなんだか黒い

噂も付きまとっている……。

2
　なし

情報開示とともに

解決する

　なし

最初から公開

最初から公開

PC ４人 PC ５人

PC ５人
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ダージリンはどこに？

　「ルビーアイ」には空軍も手を焼いていて、警備が

手薄なときにしか攻撃してこないためパイロットの捕

虜も取れていないのだという。大陸と行き交う不審機

の目撃情報がいくつかあるから、そこからアジトの位

置を絞り込むしかなさそうだ。

　「ルビーアイ」がアジトにしている島が判明し

た。小さな火山島だが洞窟があり、盗品や機体

を隠しているらしい。

　それからなんと、「ルビーアイ」の構成員がジョ

ルダーノ商会に探りを入れているらしい。なん

でも、近日中に再襲撃を企てているのだとか。

目当ての品を奪えたはずなのに、なぜだろうか？

１

PC 3 人 PC ４人

チェイスフェイズ

で、「ルビーアイ、

再来襲」が発生、

全 PC が低空配置に

なる。 情報開示とともに

解決する

　なし

PC 3 人

チェンジリング

　空賊たちが、ジョルダーノ商会への再襲撃を計画し

ている気配がある。

　今年の「ダージリン・ファーストフラッシュ」は渋

みと苦みが強いのに、マルティム会長はこれを取り返

してカプリチオに納品するために、契約飛行士まで

雇っている。

　そして、ジョルダーノ商会は去年

新体制になってばかりだ。

　パズルのピースを組み合わせて、

浮かび上がる真実は……。

　盗まれた茶葉は「ダージリン・ファーストフラッ

シュ」ではない。事前に、ラウラが自分で作った「飲

みやすくリストランテ向きの」ブレンドティーと入れ

替えて、保証書のコピーだけを貼っていたのだ。

　マルティム会長は先代と違って、茶葉の違いも味も

わからない。だから、ブランド価値が高いダージリン

にこだわっている。先代のテイスティングに幾度とな

く同行したラウラは、「リストランテ向き」の味がわ

かっている。ウーロン茶に近く渋く苦いダージリンを

そのまま出せば、商会の評判は真っ逆さまだと考えた。

それで、商会を守るため、すり替えを行ったのだ。

2
　なし

情報開示とともに

解決する

　なし

「ダージリンはどこに？」 クリア

「『ダージリン ・ ファーストフラッシュ』 について」 クリア

「ジョルダーノ商会について」 クリア

「空賊 『ルビーアイ』 ついて」 クリア

PC ４人
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ダージリンはどこに？

　「ルビーアイ」には空軍も手を焼いていて、警備が

手薄なときにしか攻撃してこないためパイロットの捕

虜も取れていないのだという。大陸と行き交う不審機

の目撃情報がいくつかあるから、そこからアジトの位

置を絞り込むしかなさそうだ。

　「ルビーアイ」がアジトにしている島が判明し

た。小さな火山島だが洞窟があり、盗品や機体

を隠しているらしい。

　それからなんと、「ルビーアイ」の構成員がジョ

ルダーノ商会に探りを入れているらしい。なん

でも、近日中に再襲撃を企てているのだとか。

目当ての品を奪えたはずなのに、なぜだろうか？

１

PC 5 人

チェイスフェイズ

で、「ルビーアイ、

再来襲」が発生、

全 PC が低空配置に

なる。 情報開示とともに

解決する

　なし

PC 5 人

チェンジリング

　空賊たちが、ジョルダーノ商会への再襲撃を計画し

ている気配がある。

　今年の「ダージリン・ファーストフラッシュ」は渋

みと苦みが強いのに、マルティム会長はこれを取り返

してカプリチオに納品するために、契約飛行士まで

雇っている。

　そして、ジョルダーノ商会は去年

新体制になってばかりだ。

　パズルのピースを組み合わせて、

浮かび上がる真実は……。

　盗まれた茶葉は「ダージリン・ファーストフラッ

シュ」ではない。事前に、ラウラが自分で作った「飲

みやすくリストランテ向きの」ブレンドティーと入れ

替えて、保証書のコピーだけを貼っていたのだ。

　マルティム会長は先代と違って、茶葉の違いも味も

わからない。だから、ブランド価値が高いダージリン

にこだわっている。先代のテイスティングに幾度とな

く同行したラウラは、「リストランテ向き」の味がわ

かっている。ウーロン茶に近く渋く苦いダージリンを

そのまま出せば、商会の評判は真っ逆さまだと考えた。

それで、商会を守るため、すり替えを行ったのだ。

2
　なし

情報開示とともに

解決する

　なし

「ダージリンはどこに？」 クリア

「『ダージリン ・ ファーストフラッシュ』 について」 クリア

「ジョルダーノ商会について」 クリア

「空賊 『ルビーアイ』 ついて」 クリア
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紳士的な空賊

　赤い目の特徴的なマークに組織性、マフィアとの繋

がり、それに鋭い鑑定眼。襲撃時には、やけに紳士的

な口調で襲ってくる。空賊「ルビーアイ」は、なかな

か個性的な空賊のようだ。アジトもわかったし、機体

の特性もわかったが、もう少し深堀りして調べてみよ

うか。

　「ルビーアイ」が紅茶葉を扱うのはこれが始め

てではないそうだ。南の大陸やはるか東の国、

東南諸島など、様々な産地の高級茶葉をかき集

めているという。しかも、「自分たちが飲む用」で。

　また、彼らはどうも空賊から「足を洗い」たがっ

ているらしい。カタギの仕事を始めたいと思っ

ているが、半島のマフィアは許してくれないよ

うだ。

１

PC 3 人

　なし

情報開示とともに

解決する

　なし

PC 3 人

先代を継ぐ者

　お金の話は得意だが茶葉の違いがわからないマル

ティム会長と、茶葉の繊細な違いまで理解しているが

ビジネスに必要なコネなどは持たないラウラ。２人が

互いに信頼しあっていなければ、商会の未来は暗いも

のだろう。カプリチオへの納品物についても、会長は

ブランド重視、ラウラは味重視で口論になって、結局

会長が我を通し、ラウラが裏ですり

替えを行うという形になった。

　２人の仲を取り持つことはでき

ないだろうか？

　調査の結果、リストランテ・カプリチオで紅

茶の買付を担当している人物がわかった。ホー

ルマネージャーの“シルバーラインド”ミセス・

フランチェスカが茶葉の目利きとテイスティン

グを行って、決めているらしい。

　彼女本人の言葉があれば、マルティム会長も

ラウラが正しかったと認めることだろう。

1
　なし

【技術】＋【教養】

の判定に成功する

６番（リストラン

テ・カプリチオ）

「ダージリンはどこに？」 クリア

「チェンジリング」 クリア



12

紳士的な空賊

　赤い目の特徴的なマークに組織性、マフィアとの繋

がり、それに鋭い鑑定眼。襲撃時には、やけに紳士的

な口調で襲ってくる。空賊「ルビーアイ」は、なかな

か個性的な空賊のようだ。アジトもわかったし、機体

の特性もわかったが、もう少し深堀りして調べてみよ

うか。

　「ルビーアイ」が紅茶葉を扱うのはこれが始め

てではないそうだ。南の大陸やはるか東の国、

東南諸島など、様々な産地の高級茶葉をかき集

めているという。しかも、「自分たちが飲む用」で。

　また、彼らはどうも空賊から「足を洗い」たがっ

ているらしい。カタギの仕事を始めたいと思っ

ているが、半島のマフィアは許してくれないよ

うだ。

2
　なし

情報開示とともに

解決する

　なし

先代を継ぐ者

　お金の話は得意だが茶葉の違いがわからないマル

ティム会長と、茶葉の繊細な違いまで理解しているが

ビジネスに必要なコネなどは持たないラウラ。２人が

互いに信頼しあっていなければ、商会の未来は暗いも

のだろう。カプリチオへの納品物についても、会長は

ブランド重視、ラウラは味重視で口論になって、結局

会長が我を通し、ラウラが裏ですり

替えを行うという形になった。

　２人の仲を取り持つことはでき

ないだろうか？

　調査の結果、リストランテ・カプリチオで紅

茶の買付を担当している人物がわかった。ホー

ルマネージャーの“シルバーラインド”ミセス・

フランチェスカが茶葉の目利きとテイスティン

グを行って、決めているらしい。

　彼女本人の言葉があれば、マルティム会長も

ラウラが正しかったと認めることだろう。

2
　なし

【技術】＋【教養】

の判定に成功する

６番（リストラン

テ・カプリチオ）

PC ４人 PC ５人

PC ４人 PC ５人

「ダージリンはどこに？」 クリア

「チェンジリング」 クリア
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商会長の黒い噂

　新商会長のマルティム氏には、後ろ暗い噂もある。

先代の時代からジョルダーノ商会の経理部門を長年仕

切ってきた男で、当時は合法だったが今は問題あるよ

うな会計処理も手掛けていた、らしい。納品担当の班

に特命で指示を出して、海上で不審な飛行艇と取引し

たりもしている、という噂もある。

　噂の真相を確かめてみよう。

　商会長は「清濁併せ呑む」スタイルの人間のようだ。

厳密に合法な範囲でだが、利益の付け替えなどで税金

対策を入念に行っている。それに、秘密裏に半島のマ

フィアをも相手に（いちおう合法に）商売をしている。

マフィアたちは日の当たる場所を歩けない存在だが、

金を持っており、高級品を欲しがる、格好の商売相手

というわけだ。強力なコネクションを築いているらし

く、多少の無理も聞いてもらえる仲だという。

　たとえば、毎年、直輸入契約で確保した「ダージリ

ン・ファーストフラッシュ」の一部を、マフィアのフ

ロント企業に「おすそ分け」しているようだ。

2
　なし

情報開示とともに

解決する

　なし

決定的瞬間

　商会長は長年先代に仕えてきた名士で、そう簡単に

は訴追はできない。証拠を抑えなければ、逮捕はでき

ないだろう。

　マフィアと密会しているところなどを抑えられれば

確実なのだが……。

　商会の輸送機に不審な動きがある。大陸とは

違う海しか無い方向に向けて飛び立とうとして

いるようだ。しかも、一般の商会員はその話を

知りもしない。

　もしかして、密会の現場を撮れるかもしれな

い。雲の間に隠れて、追跡してみよう。

2
　なし

【感覚】＋【反応】

の判定に成功する

7番のマス

「ジョルダーノ商会について」 クリア

「商会長の黒い噂」 クリア

会長を逮捕しようとする

PC 3 人 PC ４人

PC 3 人 PC ４人
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商会長の黒い噂

　新商会長のマルティム氏には、後ろ暗い噂もある。

先代の時代からジョルダーノ商会の経理部門を長年仕

切ってきた男で、当時は合法だったが今は問題あるよ

うな会計処理も手掛けていた、らしい。納品担当の班

に特命で指示を出して、海上で不審な飛行艇と取引し

たりもしている、という噂もある。

　噂の真相を確かめてみよう。

　商会長は「清濁併せ呑む」スタイルの人間のようだ。

厳密に合法な範囲でだが、利益の付け替えなどで税金

対策を入念に行っている。それに、秘密裏に半島のマ

フィアをも相手に（いちおう合法に）商売をしている。

マフィアたちは日の当たる場所を歩けない存在だが、

金を持っており、高級品を欲しがる、格好の商売相手

というわけだ。強力なコネクションを築いているらし

く、多少の無理も聞いてもらえる仲だという。

　たとえば、毎年、直輸入契約で確保した「ダージリ

ン・ファーストフラッシュ」の一部を、マフィアのフ

ロント企業に「おすそ分け」しているようだ。

3
　なし

情報開示とともに

解決する

　なし

決定的瞬間

　商会長は長年先代に仕えてきた名士で、そう簡単に

は訴追はできない。証拠を抑えなければ、逮捕はでき

ないだろう。

　マフィアと密会しているところなどを抑えられれば

確実なのだが……。

　商会の輸送機に不審な動きがある。大陸とは

違う海しか無い方向に向けて飛び立とうとして

いるようだ。しかも、一般の商会員はその話を

知りもしない。

　もしかして、密会の現場を撮れるかもしれな

い。雲の間に隠れて、追跡してみよう。

3
　なし

【感覚】＋【反応】

の判定に成功する

7番のマス

「ジョルダーノ商会について」 クリア

「商会長の黒い噂」 クリア

会長を逮捕しようとする

PC 5 人

PC 5 人
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　皆さんはラウラが茶葉をすり替えていたことを突き止

めましたが、ラウラはカプリチオにダージリンを納品し

てはいけないと、頑として譲りません。

ラウラ「茶葉の件、勝手な真似を申し訳ありません。で

すが、リストランテ・カプリチオにあの『ウーロン茶』

を出してはなりません！」

ラウラ「あの茶葉は苦味と渋みがきつすぎます。紅茶は

その場にあったものをチョイスしなければなりません。」

マルティム会長「ばかな、ダージリンといえば誰もが知

る有名ブランドだ。」

マルティム会長「三ツ星リストランテには、三ツ星ブラ

ンドの品を納品しなければ。」

ラウラ「違うんですよ、会長。リストランテの紅茶は、

あくまで食後のひとときを彩る添え物。」

ラウラ「主役は料理。主張が強い今年のダージリンは向

きません。」

　マルティム会長とラウラの主張は平行線です。

マルティム会長「ラウラ、私は責任があるんだ。この商

会を守る責任が。キミの言葉だけで前例を変えることは

できない。」

　ジョルダーノ商会はどの茶葉を納品すればいいのか、

最終的に判断するのは、リストランテ・カプリチオのミ

セス・フランチェスカです。

　彼女の意見を、どうにかしてヒアリングしてみましょ

う。

7 有名茶葉か飲みやすい紅茶か

　クエスト「先代を継ぐ者」を公開（情報点を支払って

クエスト詳細を開示）したら、マルティム会長とラウラ

が対立する描写をします。

　マルティム会長を説得するやり方や、ミセス・フラン

チェスカにアクセスする方法はプレイヤーが考えること

ができますが、特に思いつかないようなら、GM からの

描写として以下の文を読み上げれば良いでしょう。

ラウラ「契約飛行士の皆さん、会長を説得するには、や

はりカプリチオのオピニオンが必要なようです。」

ラウラ「商会の人間ではなく、契約飛行士の方が行けば、

ミセス・フランチェスカも本音を語ってくれるでしょ

う。」

ラウラ「この『ダージリン・ファーストフラッシュ』の

茶葉を、カプリチオのミセス・フランチェスカに渡して

もらえませんか？」

　と、ラウラは『ウーロン茶』の包みをくれました。

　さて、リストランテ・カプリチオです。高級レストラ

ンなので、テーブルクロスもビロードだし店員も瀟洒で

す。中では落ち着いたトーンのピアノの生演奏が流れて

います。

　『ウーロン茶』の包みに入ったダージリン・ファース

トフラッシュをミセス・フランチェスカに渡すと、沸騰

したお湯で淹れてくれます。

ミセス・フランチェスカ「今年のファーストフラッシュ、

こんなに苦く、渋くなってしまったのですね。」

ミセス・フランチェスカ「香りは楽しめるけれど、お料

理と合わせるのは難しい。」

ミセス・フランチェスカ「当リストランテでは、茶葉や

茶商のブランドよりも、お客様にとって親しみやすく、

楽しめる茶葉を厳選しております。」

ミセス・フランチェスカ「そしてこの茶葉は、お食事の

パートナーたりえない。」

　こうハッキリと、今年の「ダージリン・ファーストフ

ラッシュ」ではダメだと宣言しました。

　マルティム会長に伝えると、まるで身体がしぼんだよ

うに肩をすぼめて、落ち込んだ様子になります。

マルティム会長「ラウラ、やはり君が正しかった。」

マルティム会長「私は気負い過ぎていたんでしょう。父

と違って、私には紅茶の味なんてからきしわからないん

ですよ。どうしても、わからなかった。」

沸騰したお湯：紅茶葉は

100℃の沸騰したてのお

湯で淹れます。
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マルティム会長「私には、父、サンジェルの代わりは務

まらないんだ。」

マルティム会長「けれど、ラウラがいれば、２人でなら。」

マルティム会長「ラウラ、これからは、紅茶、いや、商

品全般の目利きは君に任せることにするよ。」

ラウラ「こちらこそ、茶葉をすり替えるなんて出過ぎた

行動を、申し訳ありませんでした。」

ラウラ「これからも、商会を盛り立てていきましょう

…！」

ひしっ。２人は抱き合います。

ラウラ「契約飛行士の皆さん、本当にありがとうござい

ました。」

ラウラ「ただ、『カプリチオに納品するべき茶葉』が空

賊のもとにあることには変わりありません。」

マルティム会長「ええ。なんでしたら追加報酬もお出し

します。どうか、空賊どもからラウラの茶葉を取り戻し

て下さい！」

　雲間に紛れて商会のパパガーロを追っていくと、マリ

エッタから離れたところで針路を変更。大陸側の半島の

方に向かっていきます。

　数分後、パパガーロが島も何もない海上で着水すると、

そこへ半島から、数機の単葉機が近づいてきました。

マフィアの男「……積荷は？」

マルティム会長「申し訳ございません。今年の分は、す

べて空賊に盗まれてしまいまして…。」

マフィアの男「なんだと！？ドンは楽しみに待ってるん

だぞ！」

マルティム会長「申し開きのしようもありません。今、

契約飛行士を雇って、取り返す算段を付けているところ

です。」

マルティム会長「いましばらく！待って頂けないでしょ

うか…。」

マフィアの男「約束は約束だ。どうにかしてくれなきゃ

困るぜぇ？」

マフィアの男「当然、料金は割り引くよなぁ。」

マルティム会長「そ、それは……。」

　マフィアとマルティム会長は押し問答を始めたようで

す。

　今から全員集まって攻撃をかければ、密会の現場を押

さえ、一網打尽にできるかもしれません！

　３日目夜終了後、チェイスフェイズで彼らと戦闘する

ことができます。

8 会長を逮捕しようとする？

　クエスト「商会長の黒い噂」を開示したら、プレイ

ヤーはマルティム商会長に対して疑いの目を向けること

でしょう。そしてこのクエストを公開＝解決したら、商

会長が「ダージリン・ファーストフラッシュ」の銘柄に

こだわっていた理由が、マフィアとの取引にもあるとい

うことがわかるでしょう。

　遵法意識が高いプレイヤーが揃っていた場合、クエス

ト詳細の情報を見た後でも、普通に空賊と戦うのではな

く、マルティム会長を逮捕や訴追できないかと考えるか

もしれません。

　その場合、クエスト「決定的瞬間」を開示して、こち

らのクエストを進めていくとマルティム会長を追求する

ことが可能であることを伝えて下さい。その上で、プレ

イヤー全員が相談して、マルティム会長を逮捕しようと

することを選択したなら、この方針でシナリオを進行し

て下さい。

　クエスト「決定的瞬間」の解決に至った場合は、チェ

イスフェイズが「VS. マルティム会長と半島のマフィ

ア」になります。解決に至らなかった場合は、「VS. 空

賊　ルビーアイ」で普通に進めることになります。

　クエスト「決定的瞬間」を解決したら、以下のような

描写をして下さい。
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11 空賊のアジトを急襲せよ

クエスト「ダージリンはどこに？」を解決している場合、

以下の描写になります。

　それでは、「ルビーアイ」は商会を再襲撃しようと企

んでいるものの、皆さんは彼らのアジトの所在を掴んで

いるため、先んじて攻撃を仕掛けることができます。

　大陸方面の海を進んでしばらくすると、目的の島が見

えてきます。

　日差しを照り返してキラキラと輝く海面には、ときお

り銀色の魚影も映ります。

　やがて、アジトに近づく機体に気づいてか、前方でけ

たたましいベルの音が鳴ったかと思うと、空賊の機体が

上空に上がってきました。

アルベルト・ブルーノ「おやおや、このアジトを見つけ

るとは大したものですねぇー。」

アルベルト・ブルーノ「しかーし、空戦でわーたくした

ちにそう簡単に勝てると思ったら大間違いでぇーす。」

アルベルト・ブルーノ「おまえたち、やぁーっておしま

いなさぁい。」

チ ェ イ ス フ ェ イ ズ

9 チェイスフェイズ

　3 日目の夜行動まで終わったら、チェイスフェイズに

移行し、導入のマスターシーンを行います。「会長を逮

捕しようとする」選択をして、「決定的瞬間」のクエス

トまで解決していた場合、「VS. マルティム会長と半島

のマフィア」になります。そうでない場合は「VS. 空賊　

ルビーアイ」となります。このとき、クエスト「ダージ

リンはどこに？」を解決している場合は「空賊のアジト

を急襲せよ」が発生し普通にチェイスに突入しますが、

解決していない場合は、「ルビーアイ、再来襲」が発生、

全 PC が低空配置になります。

10 ルビーアイ、再来襲
クエスト「ダージリンはどこに？」まで解決していない

場合、以下の描写になります。

　さて、空賊のアジトは見つかっておらず、今日も調査

へと飛び立とうとした皆さんのもとに、通信が入ります。

ラウラ「商館にすぐ来て下さい！空賊が襲ってきまし

た！」

ラウラ「赤い目のマーク、『ルビーアイ』です！」

ラウラ「あいつら、「本物のダージリン」を出さなけれ

ば機銃掃射するって言ってます。」

ラウラ「でも、どんな茶葉でも、渡すわけにはいきませ

ん！」

　皆さんが急行すると、空賊の機体は商館の上空を旋回

しているようです。かなり高度を取られてしまっていま

す。

アルベルト・ブルーノ「素直に本物を渡せば良いものを、

契約飛行士ですかぁー。」

アルベルト・ブルーノ「しかぁーし、高度はこちらが上

でぇーす。順番に叩き落として、見せしめにしてやりま

しょぉーう。」

　空賊たちは上から皆さんに襲いかかってきました。こ

の戦闘では、PC の初期配置は「低空」限定になります！

12 VS. 空賊　ルビーアイ

　空賊機は、「データセクション」にある「CR.42 ファ

ルコ」と、PC の人数が 3 人なら 2 機、4 人なら 3 機、

5 人なら 5 機のモブ「空賊　ルビーアイ」です。

このチェイスフェイズの勝利条件は、

　「敵機の全滅」

このチェイスフェイズの敗北条件は、

　「PC の全滅」

　以上を伝えたら、チェイスフェイズを開始して下さい。
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13 VS. マルティム会長と
半島のマフィア

　「会長を逮捕しようとする」選択をして、「決定的瞬間」

のクエストまで解決していた場合、以下の描写になりま

す。

　言い合いをしていたマルティム会長とマフィアたちで

すが、皆さんが接近してきていることに気づくと、仲良

く離水します。

マルティム会長「まずい、密会しているところを見られ

たぞ！」

マフィアの男「尾けられていたのか！？まぬけめ！」

マルティム会長「あれはもしかして、雇った契約飛行士

の連中じゃないか！？

マフィアの男「くそう、こうなったら空戦だ！全機、撃

ち落としてしまえ！」

マルティム会長「わ、わかった。もう破れかぶれだ！戦

闘準備！！」

マルティム会長が乗っているのは双発機です。なかなか

頑丈そうです。

　敵機は、「データセクション」にある「M.B.17　パ

パガーロ VII」と、PC の人数が 3 人なら 2 機、4 人な

ら 3 機、5 人なら 5 機のモブ「マフィア　ドン・アン

ドレア一家」です。

このチェイスフェイズの勝利条件は、

　「敵機の全滅」

このチェイスフェイズの敗北条件は、

　「PC の全滅」

　以上を伝えたら、チェイスフェイズを開始して下さい。

　チェイスフェイズの後は、PC たちの選択と勝敗によ

る結末を描写します。エンディングフェイズの内容はプ

レイヤーと共同で作っていきますが、目安として使えそ

うな描写を以下に用意してあります。GM は、ロールプ

レイの内容に応じて描写を変えることを強く推奨しま

す。

14 エンディングフェイズ

A: あるべき場所へ

・　クエスト「先代を継ぐ者」　解決

・　クエスト「紳士的な空賊」　解決

・　クエスト「商会長の黒い噂」　解決

・　「VS. 空賊　ルビーアイ」で勝利

以上の条件を満たしている場合、エンディング A に進

むことができます。空賊ルビーアイが持つ茶葉「シャン

グリラ」をカプリチオに納品することでジョルダーノ商

会の評判はむしろ高まり、また空賊ルビーアイも商会に

買収されることになります。

アルベルト・ブルーノ「くぅう、あのダージリンがあれ

ば、マフィアどもへの「餞別品」にできたのに！」

アルベルト・ブルーノ「こぉうなったらもう塀の向こう

の方が安全でしょおう。さ、さっさと連れていきなさい。」

アルベルト・ブルーノ「心残りがあるとすれば、茶葉が

心配ねぇ。何年も保管できるものじゃないし。」

アルベルト・ブルーノ「誰か、責任を持って預かってく

れないかしら。」

アルベルト・ブルーノ「ランカにキームン、それにシャ

ングリラも。」

聞くと、どうも空賊のアジトには、多種多様な高級茶葉

が蓄えられているようです。

ラウラ「ストレート向きの高級茶ばかりです！こ、こ

れをブレンドの主軸にすれば！カプリチオに納入でき

る！」

アルベルト・ブルーノ「カプリチオ、リストランテにで

すか。なるほど、それなら、『シャングリラ』はいかが

ですか。」

アルベルト・ブルーノ「『ダージリン』ほどブランド化

されてはいませんが、そのわずか数十 km 南にある近縁

の高山地帯。」

アルベルト・ブルーノ「その味も香りも、ダージリンと

よく似たものに育っています。」

ドン・アンドレア一家：

武器や薬品、貴金属、密

猟品などの密輸や密売を

取り仕切る半島のマフィ

アの１つです。この場に

現れたのは下っ端で、身

分としてはフロント企業

である「サン・シシリー

商会」の社員ということ

になっています。
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アルベルト・ブルーノ「ではこうしましょう。……シャ

ングリラは提供します。その代わり、官憲に掛け合って、

減刑してはくれませんか。」

アルベルト・ブルーノ「私はまだしも、部下たちはそれ

ほど凶悪な犯罪はしていないつもりですよ。」

マルティム会長「…ならこういうのはどうですか。」

マルティム会長「ウチで貴『社』を買いましょう。」

マルティム会長「『ドン』には私から掛け合いましょう。

……ダージリン・ファーストフラッシュはリストランテ

には出さないわけですから。全量、マフィアに渡してし

まいましょう。」

アルベルト・ブルーノ「我々を、買うですとぉおー！？」

マルティム会長「パイロットが足りないと思っていたん

ですよ。いかがですか？」

マルティム会長「私が口利きして、官憲の手も及ばない

ようにしてみましょう。」

マルティム会長「私は舌は二流だが、商売の腕はこれで

も一流のつもりだ。お金の使い方は心得ています。」

アルベルト・ブルーノ「そうですねぇ、ジョルダーノ様

は舌は三流かもしれませんが、商売の腕は紛れもなく一

流ですよ。」

アルベルト・ブルーノ「願ってもない。早速、詳細な話

をしましょう。」

　かくして、空賊ルビーアイはなんとジョルダーノ商会

に買収されることになりました。

　ジョルダーノ商会は、確かな鑑定能力を持った強力な

航空戦力を手にしたことで、先代が若い頃にやっていた

ように亜大陸からの直接買付にも進出できるようになる

でしょう。

　他方リストランテ・カプリチオへの納品ですが、シャ

ングリラの高級茶葉をブレンドに入れた、スーパーラウ

ラブレンドが誕生。ハチミツとマスカットのような甘く

蠱惑的な香りを持ち、渋みや苦味が弱めですっきりとし

た甘みのある茶葉に仕上がっています。新生ジョルダー

ノ商会の評判は、この一件を経てむしろ向上しました！

　紅茶が映す商会の未来は、明るいもののようです。

B: 新生　ジョルダーノ商会

・　クエスト「先代を継ぐ者」　解決

・　「VS. 空賊　ルビーアイ」で勝利

以上の条件を満たしている場合、エンディング B に進

むことができます。空賊から取り返した「ラウラ・ブレ

ンド」をカプリチオに納品して、ジョルダーノ商会はそ

の実力を認めてもらうことができます。マルティム会長

とラウラの関係も再構築されます。

アルベルト・ブルーノ「くぅう、あのダージリンがあれ

ば、マフィアどもへの「餞別品」にできたのにぃ～！」

アルベルト・ブルーノ「頂戴した木箱、あのブレンド茶

葉も良いものだけれどぉ。きっと、本当に価値がわかる

人にしか評価してもらえないでしょう。」

　空賊は、おとなしく盗んだ茶葉を返してくれました。

マルティム会長「取り返せましたか。良かったです。」

マルティム会長「ラウラ、本当にこれを納品すれば良い

んだね？」

ラウラ「ええ、会長。ミセス・フランチェスカは、こっ

ちを選びます。」

マルティム会長「わかった、君を信じよう。」

　リストランテ・カプリチオに「ラウラ・ブレンド」の

方を納品したところ、原価をはるかに上回る値を付けて

もらえました。

　ダージリン不作の年にこれだけの茶葉を納品できたと

いうことで、新生・ジョルダーノ商会の評判は無事保た

れました。

マルティム会長「契約飛行士の皆さん、あの茶葉を取り

戻してくれて、それから私たちの関係まで取り持ってく

ださって、本当にありがとうございました。」

マルティム会長「今後ともよしなに。仕事仲間にもぜひ、

お名前を紹介させて頂きますよ。」

ラウラ「皆さんに、仕事疲れを癒やすようなブレンドを

ご用意しました。フレーバーにレモングラスを加えてお

ります。」

　ラウラが淹れてくれた紅茶は空を思わせる透き通るよ

うな香りで、渋みや苦味や少なくすっきりとした飲み口

です。

ラウラ「皆さんに頼んで本当に良かったです。またおい

しい紅茶をご用意しますから、いつでもお声掛け下さい

ね。」

レモングラス：爽やかな

香りを持ち、不安感を和

らげ、喉を消毒してくれ

るはたらきを持つハーブ

です。茶葉と同じように

利尿作用を持つので注意

が必要です。
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C: 紅茶を飲んでほっと一息

・　「VS. 空賊　ルビーアイ」で勝利

以上の条件を満たしている場合、エンディング C に進

むことができます。空賊から取り返した茶葉をカプリチ

オに納品して、ジョルダーノ商会はその実力を認めても

らうことができます。

アルベルト・ブルーノ「ぐぅう、我々の負けでぇーす。」

アルベルト・ブルーノ「あの茶葉がほしいなら、返して

やりますよぉー。おいしい飲み口ではありますがぁー、

惜しくはありませぇーん。」

　空賊は、おとなしく盗んだ茶葉を返してくれました。

マルティム会長「取り返せましたか。良かったです。」

ラウラ「会長、さっそくこの茶葉を納品しましょう。」

マルティム会長「とっておきのダージリン・ファースト

フラッシュだ。リストランテも喜ぶことだろう。」

　リストランテ・カプリチオに盗まれた茶葉を納品した

ところ、価格は引き下げられたものの、「飲みやすくて

良い茶葉」と評価してもらえました。

　今回の依頼の成功報酬も、満額受け取れました。

マルティム会長「契約飛行士の皆さん、あの茶葉を取り

戻してくれて、本当にありがとうございました。」

マルティム会長「これで商会の評判も守られました。も

う、親の七光りとは言わせませんよ！」

　マルティム会長は満足げな顔です。紅茶をめぐる小さ

な事件は、これにて解決です。

D: 濁りのないティーポット

・　「マルティム会長を逮捕する」ことを選択

・　クエスト「決定的瞬間」　解決

・　「VS. マルティム会長と半島のマフィア」で勝利

以上の条件を満たしている場合、エンディング D に進

むことができます。

　マフィアと繋がりがあったマルティム会長は留置所に

連行されることとなり、ジョルダーノ商会はラウラが引

き継いで回していくことになります。

マルティム会長「か、勝てなかったのか…。わ、私をど

うするつもりだ。まさか、逮捕！？」

マルティム会長「マフィアとの商売なんて、ウチ以外に

も色んな所がやってる、なんで私だけ！」

マルティム会長は怯えた様子ですが、皆さんの指示には

素直に従っており、留置所まで連行できます。残りのマ

フィアの連中も連行できますが、半島の人間で逮捕地は

公海なので、後に送還されることになるでしょう。

検察官「よくぞ一網打尽にして下さいました。違法性の

証拠は弱いので、訴追は難しいところですが、しかしマ

フィアはマフィアです。新聞やラジオは黙っていないで

しょう！」

検察官「これは良い見せしめになります。マフィアども

と取引をすればどうなるか。世に知らしめますよ。」

と、官憲はマルティム会長逮捕の情報をメディアに流す

つもりのようです。このニュースが流れれば、たとえ取

引が合法だろうと、商会長の座は追われることになるで

しょう。

さて、会長がいなくなったジョルダーノ商会ですが…。

ラウラ「マルティム会長がいなくなってしまったのは不

安ですが、仕入れと目利きの機能は生きています。」

ラウラ「私ががんばって、なんとか維持していかないと

…。」

仕入れ担当のラウラが臨時の会長代行として、やってい

くようです。

マルティムを失い、スキャンダルを受けたことで商売は

一気に縮小してしまいましたが、本当に質の良い品物だ

けを扱うようになってサービスの品質はむしろ向上。リ

ストランテ・カプリチオの支援もあって、高級品専門の

ブティック輸入商として再生しつつあります。

かくして、ジョルダーノ商会をめぐる一連の事件は、幕

を閉じたのでした。
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ジョルダーノ商会

デ ー タ セ ク シ ョ ン

19 NPCと乗機

　以下に、主要な NPC のデータと、乗機のデータを記載します。

「[　]」の中にはその NPC の「異名」を、欄外には運用の指針等を

記します。

“シルバーラインド”

ミセス・フランチェスカ (44)

【技術】 １０ 【感覚】 ８ 【反応】 ３ 【教養】 ８

　シティエリアの三ツ星高級料理店「リストランテ・カプリチオ」

のホールマネージャーです。銀の角縁眼鏡をしていて、髪はお団

子にまとめています。峻厳で、小さなミスも見逃さない完璧主義者。

茶葉の目利きも彼女の担当で、味だけでなく香りも追求、舌の肥

えた客たちを満足させるような品質のものしか買い付けてくれま

せん。

“長鼻の紅茶名人”

サンジェル・ジョルダーノ (故人 )

【技術】 ９ 【感覚】 １０ 【反応】 ２ 【教養】 ４

　マリエッタでも名高い高級茶商「ジョルダーノ商会」の創立者。

類稀なテイスティング能力を持ち、4 種類の茶葉が混じったブレ

ンドティーをテイスティングしてそれぞれの産地を当てることも

できたといいます。南の大陸の出身で、貧しい移民から一代のう

ちに有名店へとのし上がったという立志伝上の人物です。

“現会長”

マルティム・ジョルダーノ (57)

【技術】 ６ 【感覚】 ５ 【反応】 ７ 【教養】 ８

　ジョルダーノ商会の二代目会長。サンジェル・ジョルダーノの

長男で、跡継ぎです。ハイスクール時代から算術の成績が非常に

高く、商会が大きくなるにつれ父に代わって経理業務を取り仕切

るようになっていきました。立派な口ひげをたくわえた恰幅の良

い紳士で、紅茶や香辛料以外の古今東西の文物にも詳しく、富裕

層顧客の懐に入り込んでの商売ができています。

“市場暮らしの”

ラウラ・ヴァローネ (40)

【技術】 ８ 【感覚】 ９ 【反応】 ４ 【教養】 ３

　ジョルダーノ商会の仕入れ担当者で、三児の母です。ポート近

くの業者市に入り浸って、ときには大陸の市場にも立って、良い

と思った品物を買い付けてきます。先代亡き後も、彼が遺した遠

い大陸の農園との輸入契約の数々は残っており、これとラウラ自

身の足で、どうにか商会の仕入れを回しています。先代の時代は、

足を悪くした先代に代わって各産地の茶葉を買い集め、彼のテイ

スティングを手伝っていました。

リストランテ・カプリチオ
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空賊「ルビーアイ」

“ジェントルマン”

アルベルト・ブルーノ (43)

【技術】 ７ 【感覚】 ６ 【反応】 ５ 【教養】 ８

○コミュ力 交流で同マス全員を対象に

○朝に強い

１セッション３回　料理の効果を受けて

いない [ コンディションチェック ] でダ

イスを２つ振れる

　高級嗜好品や美術品を専門に狙う空賊団「ルビーアイ」の団長

です。ことあるごとに自分に「青い血が流れている」（貴族である）

と吹聴しますが、実のところは没落貴族の家宰だったというだけ

です。ただその鑑定眼は本物で、他の空賊なら価値がわからない

ような美術品なども正確に品定めすることができ、警備が薄い高

級品を狙い撃ちして大きな儲けを出しています。

CR.42 ファルコ　フィアット社

攻撃力 ４ 機動力 ４ 視認性 ２ 出力 １０

☆アシマワリ
奇抜なエンブレ

ム

１チェイス３回　DP1 点で味方を

対象とする { 機動判定 } に自動成

功

☆ツバサ 翼面 20mm 機銃

１チェイス３回　｛ダメージ

チェック｝で与えるダメージ１

つはダメージチェックボックス

を２つ塗りつぶす

☆コックピット 革張りの操縦棒

１チェイス３回　｛イニシアティ

ブチェック｝のプロッティング

で、｛状況把握判定｝のダイスす

べての目をそれぞれ１点ずつ加

减できる

　半島で開発された最新鋭の一葉半機です。スーパーチャージ機

構を持った星型エンジンを搭載しており、翼面はジュラルミンと

鋼鉄製。単葉機のようにスピードが速く、複葉機のように機動性

も高い理想的な機体です。トラス構造により非常に頑健で、装甲

板はないものの多少の被弾にも耐えられます。

空賊　ルビーアイ

練度 １２ 攻撃力 ３ イニシアチブ １５

射撃
判定

２
回避
判定

２
機動
判定

２
対抗
判定

２

　主翼に赤い目のマークを付けた空賊です。高級嗜好品や美術品

ばかりを狙い、警備が薄い機体に対して組織だった襲撃をかける

という厄介な相手です。

M.B.17　パパガーロ VII　アエル・マッカ社

攻撃力 ５ 機動力 ３ 視認性 ２ 出力 １０

☆アシマワリ
高信頼性エンジ

ン

「エンジン」部位のダメージ

チェックボックスを１増やす

☆ツバサ 鋼板装甲
全「主翼」部位のダメージチェッ

クボックスを１増やす

☆コックピット 頼れる後部銃座

１チェイス３回　直後に配置さ

れているキャラクターに対し攻

撃力３で「●射撃」

　マリエッタの最大手航空機メーカーであるアエル・マッカ社の

主力商品である双発戦闘飛行艇です。単純ながら堅牢な設計と、

素直で扱いやすい操縦特性から、空軍に制式採用されるのみなら

ず輸送機や旅客機としても活躍しています。

　本機はジョルダーノ商会の輸送機の１つですが、搭乗員は闇社

会の息がかかった人間で、その気になれば空戦もできるよう機銃

も搭載しています。

“清濁併せ呑む”

マルティム・ジョルダーノ (57)

【技術】 ６ 【感覚】 ５ 【反応】 ７ 【教養】 ８

○コミュ力 交流で同マス全員を対象に

○コネクション
１セッション１回、未開示クエストの必

要【情報点】を－１

　ジョルダーノ商会を大きくするためにマフィア相手の商売にも

手を出していた、商会長です。表で商売ができないマフィアたち

はしかし高級嗜好品をやたらに好むため、市価よりはるかに高い

価格で売りつけることができるのです。

マルティム会長と半島のマフィア

マフィア　ドン・アンドレア一家

練度 １４ 攻撃力 ３ イニシアチブ １５

射撃
判定

２
回避
判定

２
機動
判定

２
対抗
判定

２

　マリエッタ西の半島で勢力を築いている反社会的勢力「アンド

レア一家」の飛行部隊です。主として洋上での密売や闇取引を担っ

ており、ときにはマネー・ロンダリング等のために純金を運ぶこ

ともあります。
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M.B.17　パパガーロ VII　アエル・マッカ社

攻撃力 ６ 機動力 ２ 視認性 ３ 出力 １２

アーキタイプ 双発型アーキタイプ

☆アシマワリ 高高度離脱

「高空」レーンで DP を 10 点消費

し、チェイスシート外へ。「●下

降」で「高空」レーン最前に戻る。

☆ツバサ
ダメージコント

ロール

１チェイス３回　DP を 5 点消費、

「●射撃」不可　【技術】＋【教

養】判定に成功したらダメージ

チェックを１つ外す

☆コックピット 高性能無線機

DP を最大 DP の半分消費　キズ

ナにチェック　即座に対象のマ

ニューバを開始

　マリエッタの最大手航空機メーカーであるアエル・マッカ社の

主力商品である双発戦闘飛行艇です。単純ながら堅牢な設計と、

素直で扱いやすい操縦特性から、空軍に制式採用されるのみなら

ず輸送機や旅客機としても活躍しています。

　本機はジョルダーノ商会の輸送機の１つですが、搭乗員は闇社

会の息がかかった人間で、その気になれば空戦もできるよう機銃

も搭載しています。

Tri 双発機対応

　2019 年 11 月発売のサプリ「トリコロール・トリップ」をお持

ちの方は、以下のデータを使ってマルティム会長の機体を「双発型

アーキタイプ」のものに変更することができます。


