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  ◎ゲームサポート誌 グループSNEの自社制作ゲームサポート誌。

◎ゲームマスタリーマガジン

ゲームマスタリーマガジン第９号
978-4-88375-374-1／ B5判・160頁・並製・税別1800円
●『ソード・ワールド2.5 RPGスタートセット』発売直前特集ほか。付録
は『ゴブリンスレイヤーTRPG』用の戦闘記録ボード&チャートブック。

ゲームマスタリーマガジン第８号
978-4-88375-359-8／ B5判・160頁・並製・税別1800円
●テーマ「ファンタジー世界の旅」。新作情報や蝸牛くもショートノベル
を掲載。付録は「ロードス島戦記RPG ゲームマスタースクリーン」。

ゲームマスタリーマガジン第７号
978-4-88375-344-4／ B5判・160頁・並製・税別1800円
●テーマ「ファンタジー世界で冒険しよう! 」。新作『ゴブリンスレイヤー
TRPG』紹介、原作者・蝸牛くもプレイヤーのリプレイほか。

ゲームマスタリーマガジン第６号
978-4-88375-332-1／ A5判・160頁・並製・税別1800円
●『SW2.5 ルールブックIII』情報ほか各種サポート記事。ロードス島戦記
RPGファーストリプレイ10p。付録「SW2.5 ゲームマスタースクリーン」。

ゲームマスタリーマガジン第５号
978-4-88375-322-2／ B5判・160頁・並製・税別1800円
●『SW2.5』特集。河端ジュン一&ベーテ・有理・黒崎のリプレイシリーズ外
伝掲載。付録は『ESCALOGUE』特別冊子「アリスと謎と頁を巡る物語」。

ゲームマスタリーマガジン第４号
978-4-88375-314-7／ B5判・160頁・並製・税別2000円
●『SW2.5』特集。総監修の北沢慶によるSW2.5短編ほか。付録はライ
ナー・クニツィアのボードゲーム『The Forbidden City』初の日本語版。

ゲームマスタリーマガジン第３号
978-4-88375-303-1／ B5判・160頁・並製・税別1800円
●「SW2.0の10年、そして2.5へ」。『SW2.0』の10年を振りかえるコラ
ム、『イスカイア博物誌』対応セッションリプレイ、新作情報ほか。

ゲームマスタリーマガジン第２号
978-4-88375-292-8／ B5判・160頁・並製・税別1800円
●『SW2.5』続報、新作『禁書封印譚ブラインド・ミトスRPG』プレイ
サポート記事ほか。アンドリュー・ルーニー新連載もスタート。

ゲームマスタリーマガジン創刊号
978-4-88375-272-0／A5判・160頁・並製・税別1800円
●SW2.0大特集。書き下ろしシナリオ、短篇小説、コラム、リプレイ
他。『EXIT』など脱出ボードゲーム特集も。付録は魔物カード2枚。

◎ウォーロックマガジン

ウォーロックマガジン vol.5
978-4-88375-366-6／ B5判・162頁・並製・税別1800円
●新タイトル『パグマイア』登場！キャラ作成、リプレイ、ソロアドベンチャー
に加え初プレイ向けのシナリオ冊子付き。『AFF2e』『T&T』サポートも充実。

ウォーロックマガジン vol.4
978-4-88375-348-2／ B5判・160頁・並製・税別1800円
●一周年記念号。TPRG初心者向けの手引き、新作『パグマイア』紹介ほ
か。フーゴ・ハルの書き下ろし新作「クレイルクエスト」を一挙掲載。

ウォーロックマガジン vol.3
978-4-88375-337-6／ B5判・160頁・並製・税別1800円
●「都市特集」。AFF世界の都市ポート・ブラックサンドの組織紹
介、汎用資料「海蛇神殿」や『エルリック・サーガ』の都市考察ほか。

ウォーロックマガジン vol.2
978-4-88375-319-2／ B5判・168頁・並製・税別1800円
●「モンスター特集」。『AFF第2版』『T&T完全版』の未訳サプリメン
トからモンスターを多数紹介。『トロール牙峠戦争』3章まで掲載。

ウォーロックマガジン vol.1
978-4-88375-305-5／ B5判・160頁・並製・税別1800円
●『AFF 第2版』特集。コミック、シナリオ、リプレイ、楽しみ方解説
ほか、TtTからの連載コラムも継続。TRPG初心者にも必携の一冊。

◎TtTマガジン／ vol.5以降はウォーロックマガジンに誌名変更

トンネル・ザ・トロールマガジン vol.5
978-4-88375-293-5／ B5判・152頁・並製・税別1800円
●『アドバンスト・ファイティング・ファンタジー(AFF) 第2版』本格展開に
先駆けルールや世界観を解説。山本弘クトゥルフ短編ほか、T&T記事も。

トンネル・ザ・トロールマガジン vol.4
978-4-88375-277-5／ B5判・148頁・並製・税別1800円
●1周年記念増大号。特集「ラヴクラフト・ヴァリアント」「魔法のア
イテム」。ケン・セント・アンドレ、清松みゆきのソロアドベンチャー他。

トンネル・ザ・トロールマガジン vol.3
978-4-88375-262-1／ B5判・120頁・並製・税別1500円
●特集「魔法」ではソロアドベンチャー、シナリオ、レプラコーンの
種族呪文など。第二特集は待望の毛島船ミニシナリオ6本復活！

トンネル・ザ・トロールマガジン vol.2
978-4-88375-249-2／ B5判・108頁・並製・税別1500円
●『トンネルズ&トロールズ 完全版』専門誌。SNEが全面協力をスタート。
ソロアドベンチャー、ミニ・シナリオ集、リプレイ、コミック、コラムなど。

◎ボードゲーム・ストリート

ボードゲーム・ストリート 2018
978-4-88375-329-1／ B5判・84頁・カバー装・税別1800円
●これがあれば、ゲームショップや通販で悩まずにすむかも!?　
2017年のボードゲーム界の流れを総括。安田均による傑作紹介ほか。
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◉ゲームマスタリーマガジンとは
グループSNE初のアナログゲーム専門雑誌。『ソード・ワールド2.0』(SW2.0)や

『ソード・ワールド2.5』(SW2.5)、『ロードス島戦記RPG』、『ゴブリンスレイヤー
TRPG』などを特集。書き下ろしシナリオ、短篇小説、ソロアドベンチャー、プレ
イサポート記事、リプレイなどを掲載。カード/ボードゲーム特集も収録。

◉TtTマガジン/ウォーロックマガジンとは
TRPG『トンネルズ&トロールズ 完全版』(T&T)とTRPG『アドバンスト・ファイ
ティング・ファンタジー 第二版 (AFF 2e)』の専門誌。シナリオ、ソロアドベン
チャー、リプレイほか新作情報紹介なども。（※「TtTマガジンvol.5」以降は

『AFF2e』を本格的に特集スタートし、「ウォーロックマガジン」に誌名変更）
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  ◎TRPGルールブック&サプリメント

◉トンネルズ&トロールズ完全版

◎サプリメント

モンスター！ モンスター！ T&T モンスター型シナリオ・追加ルール
978-4-88375-349-9／ B5判・計244頁・並製3冊組・税別3800円
●『T&T 完全版』初のサプリメント。「ルール&シナリオブック」「カタ
ログブック」「スペルブック」の3冊組。モンスター尽くしの3冊！

カザンの闘士たち 〜 T&Tサンプルキャラクター集
978-4-88375-296-6／ B5判・72頁・並製・税別1000円
●T&Tアドベンチャー・シリーズ3『カザンの闘技場』をより楽しむた
めのサンプル・キャラクター集。キャラクター全26種のデータを掲載。

◎T&Tアドベンチャー・シリーズ

傭兵剣士
978-4-88375-362-8／ A5判・226頁・カバー装・税別1800円
●名作「傭兵剣士」から産まれたソロアドベンチャー、シナリオ、コミック
が集合。３つの冒険を多人数で遊べるようにした地図とシナリオも掲載！

トラブル in トロールワールド
978-4-88375-321-5／ A5判・224頁・カバー装・税別1800円
●初のオール国産ソロアドベンチャー&シナリオ集。杉本=ヨハネの雑誌
掲載作や新作など12本。シナリオとして遊ぶための地図やヒントも。

恐怖の街＋ガルの地下水道＋レッドサークル
978-4-88375-312-3／ A5判・278頁・カバー装・税別2000円
●手に汗握るソロアドベンチャー3本、書き下ろしシナリオ1本。
ルールサマリー付き。付録はガルの街のカラー大判マップ。

ベア・ダンジョン＋ベア・カルトの地下墓地＋運命の審判
978-4-88375-301-7／ A5判・196頁・カバー装・税別1800円
●『T&T』史上最古の地下迷宮『ベア・ダンジョン』復活！　『ベア・カ
ルトの地下墓地』レベル2は日本語版書き下ろし。大判マップ同梱。

カザンの闘技場
978-4-88375-285-0／ A5判・212頁・カバー装・税別1800円
●世に名だたる闘技場が舞台の表題作『カザンの闘技場』ほかケ
ン・セント・アンドレ『デストラップ』が復活。日本語版特典シナリオあり。

死の女神（レロトラー）の口づけ
978-4-88375-268-3／ A5判・204頁・カバー装・税別1800円
●T&T史上最長のソロアドベンチャー『死の女神の口づけ』、世界初
のソロアドベンチャー『バッファロー・キャッスル』を同時収録。

アドベンチャー・コンペンディウム
978-4-88375-254-6／ A5判・216頁・カバー装・税別1631円
●米国T&Tサポート誌『ソーサラーズ・アプレンティス』の傑作集。毛
島船の名作シナリオ4本も同時収録。T&T初心者にもおすすめ。

◉アドバンスト・ファイティング・ファンタジー第2版

◎サプリメント

ソーサリー・キャンペーン
978-4-88375-356-7／ B5判・計234頁・2冊組・税別3600円
●盗まれた伝説の〈諸王の冠〉をめぐるキャンペーンシナリオ集と、
多数の魔法を収録した「ソーサリー・スペル・ブック」の2冊セット。

モンスター事典―奈落の底から―
978-4-88375-343-7／ B5判・156頁・カバー装・税別3000円
●AFF第2版に登場するモンスターを網羅した一冊。ゲーム用のス
テータスンに加えイラスト、生態や特殊能力などを詳細に解説。

タイタン―アドバンスト・ファイティング・ファンタジーの世界―
978-4-88375-334-5／ B5判・156頁・カバー装・税別3000円
●「ファイティング・ファンタジー」シリーズの背景世界「タイタン」を
冒険する上で知るべき情報を網羅。歴史、神々、地図、風物なども。

◎基本ルールブック

アドバンスト・ファイティング・ファンタジー第2版
978-4-88375-320-8／ B5判・260頁・カバー装・税別4000円
●名作「アドバンスト・ファイティング・ファンタジー」が、遊びやすさはその
ままにパワーアップ！ すぐ遊べるシナリオ「火吹山の魔法使い」と2冊セット。

◉パグマイアRPG

◎基本ルールブック

パグマイアRPGルールブック
978-4-88375-369-7／ B5判・240頁・カバー装・税別5000円
●“ヒトの時代"が終わり、地球を受け継いだのは、なんと犬！猫やア
ナグマ、そして危険な魔物――“見えざる者"たちとの戦いが始まる。

『D&D5e』のd20システムをベースにしたオープンライセンス作品。

◉トラップシリーズ

グリムトゥースのトラップブック すべてのロールプレイングのためのゲームマスターエイド

978-4-88375-368-0／ B5判・100頁・並装・税別1800円
●あらゆるロールプレイングゲームで使える、悪意たっぷり、ときにコミ
カルな101の罠を5つのカテゴリに分けて紹介。図解つきの罠も多数。

冊 冊

冊 冊

冊

冊

冊 冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

◉トンネルズ&トロールズ 完全版とは
40年以上の歴史を誇る米国製名作テーブルトークRPGの完全版。さまざまな
種族が生きる、ユーモアに富んだファンタジー世界〈トロールワールド〉を探
索する。シンプルなルールブックと鉛筆一本、六面体ダイスだけで手軽に遊べ
る。ダイスを豪快に振れる楽しみがある。    (ゲームデザイン：ケン・セント・アンドレ)

◉アドバンスト・ファイティング・ファンタジー第二版 (AFF 2e) とは
ゲームブック「ファイティング・ファンタジー」から生まれたTRPGの第二版。
プレイヤーは「ヒーロー」として、３つの大陸をもつファンタジー世界〈タイ
タン〉を冒険する。職業やレベルの概念がなく、個性的かつ手軽なキャラク
ターメイクができる。 (ゲームデザイン：イアン・リビングストン、スティーブ・ジャクソン)


