


2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

著：黒兎そよ  
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本誌は「けものフレンズ TRPGて

ーぶるちほーの大冒険」をさらに楽し

むためのコラム＆シナリオブックです。 

 本誌掲載のシナリオを遊ぶためには、

「けものフレンズ TRPGてーぶるち

ほーの大冒険」が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kemo-trpg.jimdo.com/ 

 

 

イラストを描いてくれたフレンズ 

 Stylecase さん 

 

stylecase97 

  2176216 

 

今回の表紙は stylecase さんのオリ

フレズカンに登場する「シャチ」のフ

レンズに飾ってもらいました。 
Pixiv ではシャチの他にもオリジナ

ルのフレンズが描かれています。そち

らも必見です。  

Pixiv 
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シャチ killer whale 

クジラ偶蹄目ハクジラ亜目マイルカ科シャチ属 

 

アプリ版では実装されなかったシャ

チですが、海洋哺乳類の中では最強と

も言われる動物です。 

マイルカ科では最大種で体長は５～

６ｍ程度。体重は３～５ｔ。最大級の

個体では全長９ｍ、体重 10ｔにも及

ぶものが報告されています。 

イルカやクジラ同様に知能が高く、

文化を持つ動物とされています。 

白と黒の模様が特徴的で一属一種と

考えられてきましたが、最近の研究で

はいくつかのタイプに分類される説が

でてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 シャチは「ポッド」と呼ばれる群れ

で連携をとって狩りをします。また超

音波を利用して周囲の地形や獲物の感

知、指向性を持たせて超音波で獲物を

攻撃したりすることもできます。 

 巨大な体ですが泳ぎも早く、持久力

もあります。また水上にジャンプする

など活発な行動をとります。海では生

態系の頂点に位置し、サメや巨大なク

ジラさえ狩ることがあります。 

英名はキラーホエール。学名はオル

カ（Orcinus Orca）と言いラテン

語の意味では冥界の悪魔を意味す

します。 

物騒な名前通り、どう猛な動物です

が人には懐きやすく、水族館で飼育さ

れショーにもよく参加します。 

 好奇心旺盛で興味を持つと近寄って

くることもあります。 
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てーぶるちほーで海を舞台とする場

合は、冒険フェイズ中に海のエリアを

通るという方法が一般的でしょう。 

海で行うチャレンジテーマとして考

えられるのは、やはり第一に「泳ぐ」

ことでしょう。 

他にも「砂浜を走る」「ビーチボー

ル」。はたまた「スイカ割り」なども

面白いかもしれません。 

それ以外にも船で海を渡る、海中へ

潜るなど応用範囲は広いですね。 

シナリオを作るにはうってつけの舞

台かもしれません。 

 

 

てーぶるちほーではフレンズ（もと

となった動物）の得意地形や住処など

をゲームデータとして利用する場合、

「得意／苦手なこと」と「動物の特徴」

に設定することになります。 

これらは自由に設定できる項目なの

で、ＰＬが柔軟にそのフレンズらしい

データを選び、キャラクターを構築す

ることができます。 

しかし、裏を返せばルールに定まら

ない項目なので作るのが難しいと感じ

るかもしれません。 

 

 例えば「海」を生活の場とするフレ

ンズのイルカだから当たり前に「泳ぐ」

だろうと、得意なことに書いていない

とゲーム中は「泳ぐ」判定でボーナス

が得られません。 

 そのため、ＰＬは意識して「海」

「水中」を得意な地形として選ばない

といけません。 

基本的にヒト化したフレンズたちは

陸上で生活するのに適した形態となっ

ています。ですのでＰＬはＰＧがセッ

ション前に公開するトレーラーから、

冒険の舞台にあたりを付けて、フレン

ズの得意なこと苦手なことを設定する

ようにしましょう。 

それでも事前準備ができない時は、

「動物の特徴補正」を利用して、ＰＧ

に新たな「得意なこと」を取得する申

請をしてみましょう。 

特徴補正は本物の動物のことを調べ

ておくことで申請しやすくなるでしょ

う。またアピールタイムにも使えるの

で是非。 

 

海や特定地形を舞台にしたシナリオ

を遊ぶ時は、トレーラーに冒険の舞台

として「海」「水中」の場面有りなど

と記載しておくと、ＰＬは参加しやす

いかもしれませんね。 

 

 

コラム：黒兎そよ 
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「かいてーたんけん！～海底探検！～」 

シナリオ著：黒兎そよ 

フレンズイラスト：stylecase 

 

募集人数：２～４人 

プレイ時間：2時間程度 

ハプニング：バトルあり 

登場 NPC：シャチ、ジャイアントペンギ

ン、ホッキョクグマ 

 

このシナリオは「けものフレンズＴ

ＲＰＧ てーぶるちほーの大冒険」を

遊ぶ際に自由に使用してかまいません。 

 

＊注意 
これより先はシナリオとなります。ＰＧ予

定のないＰＬは閲覧に注意してください。シ

ナリオを先に読んでしまうとＰＬとして遊ぶ

際の驚きが減ってしまうかもしれません。 

 

とある港で出会ったシャチに「海底

の宝探し」に誘われたキミたち。 

船に乗って真夏のバカンス＆ダイビ

ングをたのしも～！ 

「みなそこにねむる」お宝は一体な

んだろう？ 

かいてーたんけんのはじまりだよ！ 

 

このシナリオは舞台として「海中

（水中）」のシーンがあります。その

ため通常に作成した陸上に生息するフ

レンズだとデメリットもあるかもしれ

ません。それを踏まえて１，2度ゲー

ムをして「てーぶるちほー」になれた

ＰＬで遊ぶと良いでしょう。  
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🐟  

 

 ここは「とあるちほーの港」。キミ

たちは冒険の途中かもしれないし、こ

の辺りに住んでいるのかもしれない。 

 そんなキミたちは港でくるくると回

る不思議な矢印を拾ったよ。 

 一体、これは何だろう？ 

 皆が疑問に思っていると海の中から

ひょっこり顔を出したフレンズが話し

かけてきたよ。 

 

▷台詞 

シャチ「よぉ。ここらへんで『コンパ

ス』を拾わなかったか？ こうくるく

る回る矢印がついてるやつなんだが」 

（PC たちがコンパスを差し出したら） 

シャチ「そうそう。そういうくるくる

回る矢印……ってそれだよっ！ それ

を探してたんだ」 

（コンパスをシャチに返してくれたら） 

シャチ「ありがとうよ。オレはシャチ

だ。よろしくな！」 

 

 エリアマップのオープニングエリア

にフレンズたちのコマを置いてお話を

始めましょう。ここでＰＧはシャチへ

の事項紹介をかねてＰＬたちにフレン

ズの自己紹介をしてもらいましょう。 

 

 

▷台詞 

シャチ「ホントにありがとな！ この

コンパスは宝のありかを示す大事なも

のだったんだ」 

 

シャチ「ところでお前ら泳ぎは得意

か？」 

（得意）「おぉ、そうか。そいつは好

都合だ」 

（苦手）「ま、なんとかなるだろ。今、

人手が欲しい所なんだ」 

「どうだ、お前ら。コンパスを拾った

のも何かの縁だ。一緒に宝探しに出か

けないか？」 

 

（ヒト、おしゃれなフレンズに対して） 

「お姉さん（お嬢ちゃん）たちも船の

上のバカンスとかどうよ？」 

「なーに、勇気と知恵さえあればどん

な困難も乗り越えられるさ！」 

 

フレンズたちはシャチの誘いにのっ

て海底の宝探しに出かけることになり

ます。 

泳ぐのが嫌なフレンズも、宝に興味

が沸いた。船上でバカンスを楽しめる。

などそれぞれの PLが理由を決めると

良いでしょう。 

港をジャパリバスの船で出航したら、

次のエリア１へと進めてください。 
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🐟 

 

海はとーってもおおきなおおきな水

たまり。足がつかないほど深くて、水

がしょっぱいんだ。波がちゃぷちゃぷ

と船を揺らし、水面が白く輝いている

よ。船や海に慣れていないフレンズは

驚きの連続だろうね。 

 

このエリアでは海原を船で進むとし

てチャレンジテーマ 21「船で進む」

に挑戦してもらいます。 

判定はみんなで、なのでお手伝いを

積極的にすると良いでしょう。誰かが

成功したらシャチの先導に従って海を

進んでいけます。誰も成功できなけれ

ば失敗になって、シャチとはぐれて１

タイムが経過してしまいます。 

エリアの終了条件は成功するか、２

タイムが経過したらです。 

▷成功したらエリア２へ進みます。 

 海原を船で進んでいくと遠くにおっ

きな船があることに気が付くよ。  

●台詞 

シャチ「あそこまで行ったら、いった

ん休憩だ！ 遅れるなよ！」 

 

▶失敗したら？ 

 成功できていない場合はシャチがキ

ミたちを見つけて、今度はロープで引

っ張って先導してくれるためはぐれず

に次へ進めます。 

●台詞 

シャチ「おいおい、はぐれるなよ！」 

「仕方ないお姉さん（お嬢ちゃん）だ。

オレが引っ張っていってやるぜ！」 

 

＊ジャパリバスを船相当として扱いますの

で、主行動でアイテムの出しいれは可能と

します。  

 
 
🐾難易度 

① ⚀＝1&2&３ □ 

② ― 

③ ― 

🐾判定人数：みんなで 
🐾判定条件：２タイム以内 
 

２１：船で進もう 
🐾判定内容： 
船を漕いだり、帆に風を受けさ

せて進んでいくよ。方向もちゃん

と確認しようね！ 

関連：「警戒すること」「道具を扱う」 

 

🐾リザルト 
成功：船はぐんぐん進んでいくよ。 

失敗：迷っちゃった。次はどっちに行け

ばいいんだろう？ １タイム経過する。 



10 
 

 ⚓ 

 

 青い海原を船で進んでいくとおっき

な船が泊っているのが見えるよ。どう

やらここが「コンパス」が指し示す海

域のようだね。 

 

●台詞 

シャチ「あの停泊船には宝探しの仲間

がいるんだ。一度、あそこで休んでか

ら海に潜るぜ」 

 

 たどり着いた停泊船にはホッキョク

グマ（北クマ）とジャイアントペンギ

ン（Gペン）が乗っています。彼女ら

は宝探しのサポート役としてこの船に

集まっています。キミたちがシャチと

ともにやってくると、新たな仲間とし

て歓迎してくれます。 

 

●台詞 

Gペン「よっ、キミたちがシャチの仲

間になった冒険ガールかー。ワタシは

ジャイアントペンギンだよー。よろし

くー」 

北クマ「手伝ってくれるのはお前たち

か。宝を得るためともに頑張ろう」 

 

 二人は船内でシャチとともに打ち合

わせを始めます。キミたちもそれに混

ざってチャレンジテーマ２２「計画を

たてよう」に挑戦できます。 

 判定はみんなで、成功すると次のエ

リアのチャレンジテーマを先に見るこ

とが出来ます。PGはチャレンジテー

マ２３「ダイビング」を公開してくだ

さい。失敗した場合は何もありません。 

 終了条件はフレンズたち全員が準備

ができたと宣言するか、２タイム経過

したらです。 

 
 
🐾難易度 

① ⚀＝1&3&6 □ 

② ― 

③ ― 

🐾判定人数：みんなで 
🐾判定条件：なし 
 

２２：計画をたてよう 
🐾判定内容： 
これからの事をみんなで相談し

て計画しよう！ 手順の確認は大

切だし、忘れ物は無いかな？ 

関連：「考えること」「話すこと」 

 

🐾リザルト 
成功：これで計画は完璧。きっとうまく

いくね！ 

失敗：手順はどうしよう。あれもこれも

浮かんでたいへ～ん！ 
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判定や買い物以外にも NPCたちと

交流してみましょう。 

宝探しではジャイアントペンギンが

船と水中の連絡係、ホッキョクグマは

船上に残って海中で得た宝を引き上げ

る役割となっています。 

 キミたちはシャチとともに海底へと

潜って、宝探しをする役になります。 

 

また停泊船はエリアシーンとルート

の幕間の処理の間は中くらいのショッ

プとして扱います。フレンズは任意の

タイミングで買い物が可能です。 

幕間の処理中に買い物を行いたい場

合は、キラキラの変換後に買い物をし

ても良いでしょう。 

 ここでは追加アイテムとして「バブ

ルトークキャンディ」と「サマータイ

ムビキニ」を購入することも可能です。 

（海賊コーデは購入不可） 

 

 「バブルトークキャンディ」を使用

していない場合は次の「海中」エリア

では水中で暮らすフレンズ以外は声を

出してしゃべることができません。 

何か伝える場合はジェスチャーをし

ましょう。（PLはしゃべっても良いで

すが、限定ルールとして海中では PL

も喋らないとするのも面白いかもしれ

ませんね） 

 エリアとルート処理が終わったら次

のエリア３へ進みましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

バブルトークキャンディ 

効果：いつでも。使用すると水

中で３タイムの間、息継ぎをせ

ずにいられる。またしゃべるこ

ともできる。消耗品。食べ物。 

制限：― 

価格：１コイン 

 

声を閉じ込めた泡を出して水
中でもおしゃべりできちゃう。 

サマータイムビキニ 
効果：装備している間、得意な

こととして「泳ぐこと」を、苦

手なこととして「寒い場所」を

追加する。装備品。 

制限：コスチューム。 

価格：５コイン 

 

夏の視線を釘付けにする可愛
いビキニ。 

海賊コーデ 
効果：装備している間、得意な

こととして「船を動かす」「宝さ

がし」を追加する。装備品。 

制限：コスチューム。 

価格：８コイン 

 

海賊のハットと衣装。ジャパ
リパークの海をまたにかけ、お
宝さがしの冒険だね！ 
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🐟 

 

 ざぶ～ん！ 青い海の中へと飛び込

むと冷たくて気持ちい～！ 

 でもでも、足がつかないほど深い海。

しっかり泳いでシャチについていかな

きゃならない。やっぱりたいへ～ん！ 

 

●台詞 

シャチ「俺について海の底まで一気に

いくぜ！」 

 

 ここではチャレンジテーマ２３「ダ

イビング」に挑戦します。 

 判定は一人ずつで、成功すると次の

エリアへ進みます。 

失敗した場合は溺れてしまい、げん

きが０になり『行動不能』になってシ

ーンから退場します。退場したフレン

ズはシャチに助けられルートでは復帰

しますので、PLに心配ないことを伝

えて良いでしょう。また失敗してもバ

ブルトークキャンディの効果がある間

は溺れることはありません。 

 終了条件は３タイムが経過するか、

全員が成功することです。 

 

▷成功したら？ 

上手に泳いで行くと、次のエリアと

なる海底洞窟が見えてきます。 

シャチ「なかなかやるなっ！ 良い泳

ぎじゃねーか！」 

 

▶失敗したら？ 

 溺れてしまったらシャチが助けてく

れます。 

シャチ「おいおい、大丈夫かよ。オレ

に任せな！」 

  

 
 
🐾難易度 

① ⚀≦3 □ 

② ⚀≦2 □ 

③ ⚀＝1 □ 

🐾判定人数：一人ずつ 
🐾判定条件：３タイム以内 
 

２３：ダイビング 
🐾判定内容： 
海の中を潜って行こう。地上で

は見られない素敵な世界が広がっ

ているよ！ 

関連：「泳ぐこと」「潜ること」「水中の

暮らし」「海での暮らし」 

 

🐾リザルト 
成功：すいすーい！ 深い底まで泳い

ちゃうよ！ 

失敗：ブクブク。溺れちゃう……。 
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 ぷはーっ！ 

 海底洞窟の中に入っていくと、空気

のある空洞へとたどり着いたよ。 

 コンパスの針はこの洞窟の先を示し

ているみたい！ 

 さぁ、先に進もう……でもここ、ち

ょっと暗いし寒いかも？ 

 

 ここではチャレンジテーマ１１「さ

がしもの」に挑戦します。 

PLの人数が二人以下の場合は難易

度設定①を＝3&3に変更してくださ

い。 

ここは「暗い」と「寒い」場所にな

ります。苦手なフレンズは判定の際に

使用可能です。 

また難易度をあげるなら リアオプエ

ション 03「夜間」を設置しても良い

でしょう。得意なことに「夜間の活動」

などが無いと判定のサイコロが減って

しまいます。 

このエリアオプションを解決する判

定人数は「みんなで」です。判定に成

功すると灯りを確保できます。洞窟に

穴があり日が差してくるでも良いです

し、光る何かが見つかるかもしれませ

んね。 

 

 

 終了条件はチャレンジテーマ１１に

「誰かが成功する」です。 

成功したら宝箱を見つける事ができま

す。宝箱は数人がかりで運ばないとな

らないくらい大きなもので、鍵がかか

っています。 

開けるのは宝箱を船に引き上げた後

という話になるので、次のエリアへと

進めてください。 

 

●台詞 

シャチ「どうだ、何かあったか？」 

「オレは暗くても『ちょ～おんぱ』で

まわりが分かるんだよ」 

 

（さがしものの判定に成功すると） 

シャチ「これだ！ ついに見つけたぜ」 

「でかいな。それに鍵も……やっぱり

船に引き上げてから開けよう」 
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🐟 

 

 海底洞窟の入り口には連絡役のジャ

イアントペンギンが待っていたよ。 

海の上にいるホッキョクグマへの伝

言を頼み、みんなで準備にとりかかろ

う。さぁ、宝箱を引き上げよう！ 

 

●台詞 

G ペン「きたきた。どうだったー？」 

シャチ「あぁ、上々だぜ。上のホッキ

ョクグマに引き上げの連絡を頼むぜ」 

G ペン「みんなもおっつー。もうひと

踏ん張りだねー」 

シャチ「よし、宝箱を引き上げるぜ」 

 

 ここではチャレンジテーマ２３「ダ

イビング」と０７‘「縄を結ぶ」に挑戦

します。（07「縄をほどく」を修正） 

 縄（ロープ）を結び、船上から宝箱

を引き上げてもらいつつ、フレンズた

ちも泳いで浮上する場面です。 

 07‘に失敗すると、判定に挑戦した

フレンズがロープに絡まり、船上へと

引き上げられてしまいます。引き上げ

られたフレンズはエリアから退場とな

り、再登場したい場合は 2タイム経

過後になります。 

 フレンズはどちらか一つを選んで判

定に挑戦しましょう。 

 終了条件は 07‘とシーンにいるフレ

ンズが 23に「成功する」です。 

成功して船上へ宝箱を運んだら次の

ルート処理へ。このルートでは船を経

由するため買い物ができます。 

 

●台詞 

シャチ「ロープを結んだら、上に合図

を送るんだ。（ロープを 2 回引っ張る）

そうすれば引き上げてもらえるぜ」 

シャチ「よし、うまくいったな。オレ

たちも船に戻ろう」  

 
 
🐾難易度 

① ⚀≦３  □ 

② ⚀≦２  □ 

③ ― 

🐾判定人数：みんなで 
🐾判定条件：なし 
 
 

07′：  
🐾判定内容： 
しっかりと結んで固定しよう。

手先が器用じゃなくちゃね。 

関連：「手先が器用」 

 

🐾リザルト 
成功：よし、しっかりむすんだぜ！ 

失敗：おいおい。お前が結ばれてどう

するんだ。 
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🐟 

 

 船の上に宝箱を引き上げて、みんな

無事に戻ってきたよ。よーし、宝箱を

開けよう。 

 そう思っていたら急に海が荒れ、現

れたのは大きなセルリアン！？ 

 

 バトルイベントは船の周りにセルリ

アンが押し寄せてくる場面となります。 

 フィールドマップを広げてセルリア

ンとフレンズの配置をしましょう。 

 ただし、フロントエリアとハプニン

グバックサイドにはエリアオプション

01「水中」が設置されています。 

 フロントは海面、フレンズバックサ

イドは船の上、ハプニングバックサイ

ドは海中として演出しましょう。 

 オブジェクトは船相当のジャパリバ

スとなります。 

 

 

フロント 

セルリアン・ブルー３体 

セルリアン・イカリツノ２体 

バックサイド 

セルリアン・ミカヅキ１体 

セルリアン・シャーク 1体 

 

 フロントセルリアンの行動前にミカ

ヅキは「加速」で移動する。 

フロント行動では、まずイカリツノ

が遠距離を使ってフレンズバックサイ

ドにダメージを与える。その後、ブル

ーとミカヅキはダメージチェックに参

加する。 

バックサイド行動は未行動のブルー

がいたら前進。シャークは「増殖２」

でセルリアン・ブルーを２体追加。 

シャークは増殖を使い終わるか、セ

ルリアンの総数が４体以下を目安に移

動する。その後はダメージチェックに

参加。 

 またシャークはダメージを受けると

補助行動で「吸収１」を使用。ブルー

やサイズが１のセルリアンを優先して

「吸収」しましょう。 

「吸収１」で回復できる難易度設定

は必要な成功ダイスが１つのものです。

例えば⚀≦３は可能です。できないの

は⚀＝1&1 のように複数の成功ダイ

スを必要とするものです。 

 

＊ＰＣ人数が３人以下の場合は、フロ

ントにブルー２体。バックサイドにミ

カヅキ１体、シャーク 1 体（増殖は

１回のみ）に変更してください。 
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セルリアンをすべて撃退したらフレ

ンズたちの勝利です。 

 

敗北した場合は船は激流で港へと流

されてしまいます。宝箱は海底に沈み、

セルリアンに食べられてしまったフレ

ンズは元の動物に戻ってしまいます。 

 

バトルが終了したら最後のルート処

理を行い、エンディングエリアへと進

めてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 シナリオ中はジャパリバスが船相当

として扱われます。ハプニング中のオ

ブジェクトのげんきは５で、アイテム

を 6個まで収納できます。バスにオ

プションなどを追加している場合はそ

のオプションを持った船になりますが、

最終的には PGが判断してください。 

 

  

⚀＝1&2&3 を

サイズ：６ 

⚀≦３  ● 
⚀≦３  ● 
⚀≦３  ● 
⚀＝1&2&3 ◉ 
⚀＝1＆1  ● 
⚀＝6＆6  ● 

 

セルリアン・シャーク 
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 ⚓ 

 

セルリアンを撃退し、荒れた海も穏

やかになったよ。 

船の上でみんなで宝箱を囲んで勝利

のパーティを楽しもう。 

そしてやっぱり、一番の楽しみは宝

箱の中身だよね！ 

 

 船の上で楽しくパーティーをする場

面です。そして宝箱のカギを開け、宝

をみんなで手に入れましょう。 

 

▷台詞 

シャチ「待ちに待ったお宝だぜ！」 

Ｇペン「なにが入ってるかなー？ た

のしみー」 

北クマ「よし、開いたぞ！」 

 

 ホッキョクグマがカギを開けると中

にはチャート表のアイテムと金貨。そ

してキラキラ輝くコンパスと地図が入

っていました。 

 

１D 宝物チャート 

１ ジャパリコイン１枚 

２ リング （P53） 

３ ジャパリコイン３枚 

４ サマータイムビキニ 

５ 海賊コーデ 

６ ネックレス（P59） 

フレンズ毎に宝物チャートを 1回

振ってください。そのあと、一人ずつ

２個のサイコロ振って（全員の出目の

合計―現在のタイム数）の金貨（ジャ

パリゴールド）を手に入れます。 

ここで金貨（ジャパリゴールド）は

10枚で１コインに交換できます。あ

まった分は今回は持ち越ししません。

演出的にはシャチたちに渡す事になる

でしょう。 

 

▷台詞 

シャチ「また、コンパスだとぉ！？」 

G ペン「アハハ～。こいつは一本とら

れたね♪」 

北クマ「ふっ、また冒険のやり直しだ

な」 

シャチ「じゃぁな、今回は助かったぜ」 

G ペン「またね～♪」 

北クマ「機会があればまた」 

 

シャチたちは地図とコンパスを持っ

て新たな冒険へと出かけるようです。 

フレンズ PCのみんなは冒険の感想

を話しながら港へと戻りましょう。 

 もしも海底冒険の続きを遊びたけれ

ば、次は PGさんがシナリオを作って

みると良いでしょう。 

 

 ありがとうございました。さぁ、セ

ッション終了の処理をしましょう。  







本シナリオは「けものフレンズTRPGてーぶるちほー
の大冒険」のルールブックがあれば遊べます。

本シナリオを利用したセッションも「けものフレンズ」
の二次創作扱いとなります。利用する際は公式ガイ
ドラインに準ずる範囲での同人利用（無償、非営利
の有償含む）を認めます。非営利の配信利用も可
能です。

使用する際は「シナリオタイトル」と「けものフレンズ
TRPGてーぶるちほーの大冒険」または「てーぶるち
ほー」のシナリオであることを表示してください。


