
-----技能カード----- 

 

●技能カード ◆《商売人》【2021.12.24. 追記】 

誤：［支援１枚消費］：１財貨獲得。 

正：［支援１枚消費］：２財貨獲得。 

 

 

-----支援カード----- 

 

●けたたましき警鐘 

誤：〈夜襲〉および〈徘徊の獣〉の効果を無視。 

正：現在地にいる各キャラクターは〈夜襲〉および〈徘徊の獣〉の効果を無視。 

 

 

-----秘密カード----- 

 

●秘密 78番 

誤：速攻と守護の特質を無視。 

～を使用した遭遇開始時：２[体力]除去。 

正：速攻と守備の特質を無視。 

～を使用した戦闘遭遇開始時：２[体力]除去。 

 

 

-----ランダムイベント・カード----- 

 

●ランダムイベント《新たな脅威》 

誤：「衛士」の特質のカードが出るまで白の遭遇を引き、解決する 

正：「衛士」の特質のカードが出るまで白の遭遇を引く 

 

●ランダムイベント《さまよう獣》 

誤：「衛士」の特質のカードが出るまで緑の遭遇を引き、解決する 

正：「衛士」の特質のカードが出るまで緑の遭遇を引く 

 

 

-----戦闘遭遇カード----- 

 

●白４レベル遭遇 ◆《一線を退いた勇者》【2021.12.24. 追記】 

誤：各人４【体力】獲得、もしくは３【恐怖】除去、もしくは支援３枚獲得。 

正：各人４【体力】獲得、もしくは３【恐怖】除去、もしくは支援２枚獲得。 



-----物語カード----- 

 

●物語 ◆７－２《秘密の通路》【2021.12.24. 追記】 

誤：もしくは〈裏見の滝〉を通ってトゥアハンに潜入。 

正：もしくは〈裏見ヶ滝〉を通ってトゥアハンに潜入。 

 

●物語 ◆《第 15 章：セットアップ（裏面）》【2021.12.24. 追記】 

誤：衛士：事績〈奪還〉があるなら 

正：衛士：実績〈奪還〉があるなら 

 

●物語 ◆《特殊イベント F》【2021.12.24. 追記】 

誤：守護者：ダイヤル・トス 

正：衛士：ダイヤル・トス 

 

 

-----場所カード----- 

 

●場所 ◆101 番《クーナハト農砦》メンヒル起動コスト【2021.12.28. 追記】 

誤：［全キャラクター参加。秘密〈メンヒルの儀式〉＆〈石彫りの道具〉があり 

正：［全キャラクター参加。秘密〈メンヒルの儀式〉＆〈石操りの道具〉があり 

 

●場所 ◆107 番 《漂白の地》【2021.12.23. 追記】 

誤：この場所に入ったら、白遭遇を１枚引いて解決。 

正：この場所に入ったら、青遭遇を１枚引いて解決。 

 

●場所 ◆121番《クーナハト跡地》メンヒル起動コスト 

誤：［全キャラクター参加。秘密〈メンヒルの儀式〉＆〈石彫りの道具〉があり 

正：［全キャラクター参加。秘密〈メンヒルの儀式〉＆〈石操りの道具〉があり 

 

●場所 ◆121 番《クーナハト跡地》メンヒル起動コスト【2021.12.24. 追記】 

誤：「１活力、１体力、２財貨、２魔力」を人数倍数だけ消費 

正：「１活力、２体力、２財貨、２魔力」を人数倍数だけ消費 

 

●場所カード ◆132 番《月女神のかんばせ》【2021.12.24. 追記】 

誤：［全キャラクター参加。秘密〈メンヒルの儀式〉＆実績〈解かれた謎〉がある］： 12節に進む。 

正：［全キャラクター参加。秘密〈メンヒルの儀式〉＆実績〈解かれた謎〉がある］：奥義書の 114節に

進む。 

 

 



●場所 ◆142 番《静まりかえった都邑》【2021.12.24. 追記】 

誤：この場所に入ったら、ダイヤル・トス。 

正：この場所に入ったら、ダイヤル・トス（１日１回）。 

 

 

-----探索日誌／場所----- 

 

●探索日誌 ◆場所 103番《戦士の祝祭地》 2節 

誤：○敗北：探索終了。 

正：○敗北もしくは離脱：探索終了。 

 

●探索日誌 ◆場所 103番《戦士の祝祭地》 3節 

誤：○敗北：探索終了。 

正：○敗北もしくは離脱：探索終了。 

 

●探索日誌 ◆場所 105番《太刀ヶ原》 14節 

誤： 

進行度を示すクエスト・トークン１個をここに配置。 

○配置できるクエスト・トークンがない：疲れ果てて登ることも降りることもできず、太陽が沈み始め

る。15節へ進む。 

○さらに上に登る：上を見上げると、剣の鍔が頭上に光り輝いている。１節へ進む。 

○降りる：探索終了。 

正： 

進行度を示すクエスト・トークンが配置されていなければ、ここに１個配置。 

▶【活力】が０なら：疲れ果て、登ることも降りることもできず、太陽が沈み始める。15節へ進む。 

▶さもなくば次から１つ選択： 

○さらに上に登る：上を見上げると、剣の鍔が頭上に光り輝いている。１節へ進む。 

○降りる：探索終了。 

 

●探索日誌 ◆場所 111番《長城の麓》 7節 

誤：○実績〈コスール〉の断片１もしくは５がない： 

正：○実績〈コスール〉の断片が１も５もない： 

 

 

 

 

 

 

 



●探索日誌 ◆場所 113番《水鏡湖》 10節 

誤： 

実績〈遠征隊の運命〉の断片６獲得。各人１【活力】除去。 

○実績〈フェールの遺産〉がない： 

正： 

各人１【活力】除去。 

○実績〈遠征隊の運命〉の断片６または７があり、実績〈フェールの遺産〉がない： 

 

●探索日誌 ◆場所 114番《捻れ根の森》 2節 

誤： 

▶実績〈遠征隊の運命〉の断片５、６もしくは７があり、実績〈フェールの遺産〉がない： 

▶実績〈コスール〉の断片１もしくは断片５がない： 

正： 

▶実績〈遠征隊の運命〉の断片５、６、７のいずれかがあり、実績〈フェールの遺産〉がない： 

▶実績〈コスール〉の断片が１も５もない： 

 

●探索日誌 ◆場所 115番《巨神の階段》 冒頭 

正：末尾に「注意：時間トークンがある際にこの場所が除去されたら、この場所を山に戻さず箱にしま

い、代わりに場所 125番を配置。」を追加。 

 

●探索日誌 ◆場所 121番《クーナハト跡地》 10節 

誤：○彼らが犯した悪事を調査する［実績〈先導者〉の断片２と６があり、第 11章をプレイ中］： 

正：○彼らが犯した悪事を調査する［実績〈先導者〉の断片２か６があり、第 11章をプレイ中］： 

 

●探索日誌 ◆場所 131番《館の長城》 7節 

誤：○館の長城の長、ウルタンを訪ねる［実績〈アヴァロンの敵〉の断片２があり、第２～３章_甲／乙を

プレイ中］： 

正：○館の長城の長、ウルタンを訪ねる［実績〈アヴァロンの敵〉の断片２がなく、第２～３章_甲／乙を

プレイ中］： 

 

●探索日誌 ◆場所 133番《月の輪》 4節【2021.12.24. 追記】 

誤：充分な力を集めたと伝える［ダイヤルが「５」になった 5番がある］： 

正：充分な力を集めたと伝える［ダイヤルが「５」になった秘密 65 番がある］： 

 

●探索日誌 ◆場所 133番《月の輪》 10節【2021.12.24. 追記】 

誤：～を箱にしまう。 

正：～を除去する。 

 

 



●探索日誌 ◆場所 134番《ファルフアル》 冒頭 

正：選択肢末尾に「○立ち去る：探索終了。」を追加。 

 

●探索日誌 ◆場所 135番《ブンドルカ》 冒頭 

正：選択肢末尾に「○立ち去る：探索終了。」を追加。 

 

●探索日誌 ◆場所 135番《ブンドルカ》メンヒル起動コスト【2021.12.28. 追記】 

誤：全員合計で「２活力＆２魔力」を人数倍数だけ消費］ 

正：全員合計で「２活力、２財貨＆２魔力」を人数倍数だけ消費］ 

 

●探索日誌 ◆場所 136番《石塚の円塔》 6節 

誤：各人 1経験点獲得。 

正：各人 1経験点獲得。秘密 40 番を除去。秘密 12番を獲得。 

 

●探索日誌 ◆場所 139番《破滅の地》 2節 

誤：第６～７章もしくは第 11 ～ 15 章をプレイ中なら３節へ進む。第 10 章をプレイ中なら、奥義書の

次の節へ進む： 

正：第６～７章もしくは第 11 ～ 15 章をプレイ中なら３節へ進む。第１～５章もしくは第８～９章をプ

レイ中なら探索終了。第 10 章をプレイ中なら、奥義書の次の節へ進む： 

 

●探索日誌 ◆場所 147番《放棄されたファルフアル》 冒頭 

正：選択肢末尾に「○立ち去る：探索終了。」を追加。 

 

●探索日誌 ◆場所 148番《ファルドルカ》 冒頭 

正：選択肢末尾に「○立ち去る：探索終了。」を追加。 

 

●探索日誌 ◆場所 149番《砕かれた円塔》 冒頭 

正：選択肢末尾に「○立ち去る：探索終了。」を追加。 

 

●探索日誌 ◆場所 151番《長塚》 冒頭 

正：選択肢末尾に「○立ち去る：探索終了。」を追加。 

 

●探索日誌 ◆場所 152番《島のへそ》 冒頭 

正：選択肢末尾に「○立ち去る：探索終了。」を追加。 

 

●探索日誌 ◆場所 154番《騎士団の墓所》 3節【2021.12.24. 追記】 

正：選択肢末尾に「○立ち去る：探索終了。」を追加。 

 

 



●探索日誌 ◆場所 155番《ささやきの森》 11節 

正：末尾に「注意：《カーボネック城》では、秘密 16番は沈黙するため、使用できません。」を追加。 

 

●探索日誌 ◆場所 155番《ささやきの森》 メンヒルの起動コスト【2021.12.23. 追記】 

誤：「２活力、３食料、３魔力」を人数倍数だけ消費 

正：「２活力、３食料、２魔力」を人数倍数だけ消費 

 

●探索日誌 ◆場所 160《からすのねぐら》 冒頭 

誤：○モリガンの首についての情報を集める： 

正：○モリガンの首についての情報を集める[第２～４章をプレイ中]： 

 

●探索日誌 ◆場所 162《カーボネック城》 冒頭 

正：選択肢の前に「注意：この場所では秘密 16番は沈黙するため使用できない。」を追加。 

 

●探索日誌 ◆場所 170番《最果て岬の避難地》 冒頭 

正：選択肢末尾に「○立ち去る：探索終了。」を追加。 

 

●探索日誌 ◆場所 190番《カマアロ城》2節【2021.12.28. 追記】 

誤：騎士団の会議に出席したいと言う［実績〈騎士団の復興〉の断片３がある］： 

正：騎士団の会議に出席したいと言う［実績〈騎士団の復興〉の断片８がある］： 

 

●探索日誌 ◆場所 195番《攻撃されたカマアロ城》 2節 

誤：○ランスロットに会う［実績〈失墜と崩壊〉の断片１がない］： 

正：○ランスロットに会う［実績〈失墜と崩壊〉の断片１がなく、第１～12章をプレイ中］： 

 

●探索日誌 ◆場所 195番《攻撃されたカマアロ城》 4節 

正：選択肢末尾に「○立ち去る：探索終了。」を追加。 

 

●探索日誌 ◆場所 195番《攻撃されたカマアロ城》 5節【2021.12.24. 追記】 

誤：～を箱にしまう。 

正：～を除去する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



-----探索日誌／奥義書----- 

 

●探索日誌 ◆奥義書 55節【2021.12.24. 追記】 

誤：現在地たる〈トゥアハン〉に隣接させて場所 180 番〈オーリンの決断〉を結合させ、パーティを〈オ

ーリンの決断〉に強制移動。 

正：現在地たる〈トゥアハン〉に隣接させて場所 185 番〈トゥアハンの中心〉を結合させ、パーティを

〈トゥアハンの中心〉に強制移動。 

 

●探索日誌 ◆奥義書 66節【2021.12.24. 追記】 

正：末尾に「探索終了。」を追加。 

 

●探索日誌 ◆奥義書 257節【2021.12.24. 追記】 

誤：～を箱にしまう。 

正：～を除去する。 

 

●探索日誌 ◆奥義書 341節【2021.12.24. 追記】 

正：末尾に「探索終了。」を追加。 

 

●探索日誌 ◆奥義書 446節 

誤：秘密８番＆実績〈フェールの遺産〉獲得。 

正：実績〈フェールの遺産〉獲得。 

 

●探索日誌 ◆奥義書 455節【2021.12.24. 追記】 

誤：～を箱にしまう。 

正：～を除去する。 

 

●探索日誌 ◆奥義書 530節【2021.12.24. 追記】 

誤：実績〈あやかしの風〉＆秘密 67番〈妨げられた休息〉獲得 

正：実績〈あやかしの風〉を獲得し、秘密 67番〈妨げられた休息〉を除去。 

 

●探索日誌 ◆奥義書 612節【2021.12.24. 追記】 

誤：ここでゲームを記録し、いったん中断するか、第 14 章のセットアップ・カードを引いてその指示に

したがい、ゲームを再開してください！ 

正：ここでゲームを記録し、いったん中断するか、第９章のセットアップ・カードを引いてその指示にし

たがい、ゲームを再開してください！ 

 

●探索日誌 ◆奥義書 666節【2021.12.24. 追記】 

誤：［秘密～番を箱にしまう］ 

正：［秘密～番を除去］ 



--------------箱裏-------------------- 

 

●箱裏 カード（中）の枚数 

誤：556枚 

正：586枚 

 

●箱裏 マーカー・トークンの個数 

誤：140個以上 

正：131個 

 

●箱裏 アヴァロン見聞録 

誤：「アヴァロン見聞録」：１冊 

正：削除 

 

--------------ルール説明書-------------------- 

 

●ルール説明書：２～３ページ ゲーム用ミニチュアの画像 

一部のフィギュアの写真が左右反転しています。 

掲載されているフィギュアの画像は塗装済のものであり、実際の部品は未塗装です。 

 

●ルール説明書：２～３ページ アヴァロン見聞録 

誤：「アヴァロン見聞録」：１冊 

正：削除 

 


