
樹上の狩人
ケープ、ザンジバル、アデン

生態調査 (6)、生物学 (8)、スワヒリ語
大型生物 ／ヒョウ

黒い猛獣
ザンジバル、アデン、カリカット
生態調査 (7)、生物学 (9)、スワヒリ語

大型生物 ／クロヒョウ

危険な雲
カリカット

生態調査 (7)、生物学 (9)、インド諸語
中型生物 ／ウンピョウ

（ウンピョウ模様のカンガ）

マダガスカルの王者
　ケープ、アデン

生態調査 (8)、生物学 (10)、スワヒリ語
中型生物 ／フォッサ

カリカットへの道標
ケープ

地理学 (4)、視認 (2)、西アフリカ諸語
地理 ／セントマリー岬

インド洋の大きな島
　アムステルダム、ロンドン、リスボン、

セビリア、マルセイユ
地理学 (3)、視認 (1)
地理 ／マダガスカル島

黒耳の獣
アテネ

生態調査 (3)、生物学 (5)、アラビア語
中型生物 ／カラカル

猟犬
セビリア

生態調査 (5)、生物学 (7)、ポルトガル語
中型生物 ／サーバル

【書庫】山猫の地図
アムステルダム、セビリア
生態調査 (2)、生物学 (2)
中型生物 ／オオヤマネコ

一撃！
セビリア

生態調査 (10)、生物学 (12)、スペイン語
大型生物 ／ジャガー
( ジャガー模様のカンガ )

信じられない速度
ケープ、ザンジバル、アデン

生態調査 (8)、生物学 (10)、スワヒリ語
大型生物 ／チーター

害をなす猛獣
カリカット

生態調査 (5)、生物学 (7)、ペルシャ語
大型生物 ／人食いトラ

白き神の使い
ヴェネツィア

生態調査 (12)、生物学 (14)、インド諸語
大型生物 ／ホワイトタイガー

（虎頭の兜）

(30 日期限 ) 調査はお早めに
アデン

生物学 (8)、アラビア語、インド諸語

(30 日期限 ) 疑心と古傷
アデン

生物学 (10)、剣術 (7)、インド諸語
（クマの靴）

(45 日期限 ) 断たれた想い、その行方
アデン

生物学 (12)、アラビア語
（クマの手袋）

夢を結ぶ旅路は長く
アデン

生態調査 (13)、生物学 (15)、インド諸語
大型生物 ／ナマケグマ

（レンジャー転職クエスト）

工房職人からの挑戦状
アデン
探索 (1)

（軍神の護符が必要）
※護符の入手経路不問

クマの帽子、準備完了？
アデン

アラビア語、インド諸語
（クマの帽子の地図 /ポンディシェリ南

生態調査 15）
※陸戦有り　

シヴァに献じられし寺院
マルセイユ

宗教建築 ／ブリハディーシュヴァラ寺院

クマの服、準備完了？
アデン

アラビア語、インド諸語
（クマの服の地図 /ペルシャ湾北岸

生態調査 15）
※陸戦有り

古代ペルシャの大宮殿
ケープ、ザンジバル、アデン、カリカット

考古学 (3)、視認 (1)、ペルシャ語
史跡 ／ペルセポリス遺跡

悪魔の使い
リスボン

生態調査 (12)、生物学 (14)、西アフリカ諸語
小型生物 ／カーペットカメレオン

（頭装備のカメレオン）

カーペットカメレオンの前提・関連クエなどは
「別紙　～カーペットカメレオン連続クエスト～」へ



悪魔の使い
リスボン

生態調査 (12)、生物学 (14)、西アフリカ諸語
小型生物 ／カーペットカメレオン

（頭装備のカメレオン）

金色の生物
セビリア

生態調査 (10)、生物学 (12)、西アフリカ諸語
小型生物 ／キンイロアデガエル

禁断のイチゴ
マルセイユ

態調査 (9)、生物学 (11)、スペイン語
小型生物 ／ヤドクガエル

アフリカの南端
ロンドン、セビリア、
マルセイユ、ヴェネツィア

地理学 (4)、視認 (2)、ポルトガル語
地理 ／喜望峰

膨らんだ体
ケープ

生態調査 (3)、生物学 (5)、西アフリカ諸語
小型生物 ／フクラガエル

怪鳥
アテネ

生態調査 (11)、生物学 (13)、考古学 (2)
大型生物 ／エピオルニス

森のコーラス
アデン

生態調査 (6)、生物学 (8)、スワヒリ語
中型生物 ／インドリ

精霊の舞い
アデン

態調査 (4)、生物学 (6)、スワヒリ語
型生物 ／シファカ

襟の色
ケープ、アデン

生態調査 (3)、生物学 (5)、スワヒリ語
中型生物 ／エリマキキツネザル

馬のような鳥
ケープ、ザンジバル、アデン

生態調査 (3)、生物学 (5)、スワヒリ語
鳥類 ／ダチョウ

樹上の狩人
ケープ、ザンジバル、アデン

生態調査 (6)、生物学 (8)、スワヒリ語
大型生物 ／ヒョウ

黒い猛獣
ザンジバル、アデン、カリカット
生態調査 (7)、生物学 (9)、スワヒリ語

大型生物 ／クロヒョウ

危険な雲
カリカット

生態調査 (7)、生物学 (9)、インド諸語
中型生物 ／ウンピョウ

（ウンピョウ模様のカンガ）

マダガスカルの王者
　ケープ、アデン

生態調査 (8)、生物学 (10)、スワヒリ語
中型生物 ／フォッサ

カリカットへの道標
ケープ

地理学 (4)、視認 (2)、西アフリカ諸語
地理 ／セントマリー岬

インド洋の大きな島
　アムステルダム、ロンドン、リスボン、

セビリア、マルセイユ
地理学 (3)、視認 (1)
地理 ／マダガスカル島

黒耳の獣
アテネ

生態調査 (3)、生物学 (5)、アラビア語
中型生物 ／カラカル

猟犬
セビリア

生態調査 (5)、生物学 (7)、ポルトガル語
中型生物 ／サーバル

【書庫】山猫の地図
アムステルダム、セビリア
生態調査 (2)、生物学 (2)
中型生物 ／オオヤマネコ

黒い毛の生物
ザンジバル

生態調査 (2)、生物学 (4)、スワヒリ語
中型生物 ／クロキツネザル

白と黒の縞模様
ザンジバル

生態調査 (2)、生物学 (4)、スワヒリ語
中型生物 ／ワオキツネザル

アフリカの巨木
ケープ、アデン、カリカット

生態調査 (1)、生物学 (3)、スワヒリ語
植物 ／バオバブ

別紙　～カーペットカメレオン連続クエスト～ 


