
【書庫】 七色の鳥の地図
ヴェネツィア

生態調査 (5)、 生物学 (5)
鳥類 ／ナナイロインコ

七色の鳥
アムステルダム、 リスボン、 ジェノヴァ

生態調査 (8)、 生物学 (10)、 スペイン語
鳥類 ／コンゴウインコ

動植物の楽園
サントドミンゴ

地理学 (8)、 視認 (6)、 スペイン語
地理 ／アマゾン川

【書庫】 扇のある鳥の地図
グランドケイマン、 トルヒーヨ、 ウィレムスタッド、

カラカス、 カイエンヌ、 ペルナンブコ
生態調査 (5)、 生物学 (5)

鳥類 ／ヒオウギインコ

青色に染まった鳥
ポルトベロ

生態調査 (5)、 生物学 (7)、 マヤ諸語
鳥類 ／アオコンゴウインコ

約束した空の色
ポルトベロ

生態調査 (8)、 生物学 (10)、 マヤ諸語
鳥類 ／スミレコンゴウインコ

幻のチョウ
サントドミンゴ

生態調査 (9)、 生物学 (11)、 マヤ諸語
虫類 ／キプリスモルフォ

青空の下の幻
アレクサンドリア

生存 (5)、 生態調査 (12)、 生物学 (14)
虫類 ／テングアゲハ

金色のサル
マルセイユ

生態調査 (10)、 生物学 (12)、 マヤ諸語
小型生物 ／ライオンタマリン

伝説を追う資格
ロンドン

生態調査 (12)、 生物学 (14)、 マヤ諸語
鳥類 ／トキイロコンドル

伝説との出会い
ロンドン

生態調査 (6)、 生物学 (8)、 極北諸語
中型生物 ／シベリアンハスキー
トラデスカントエピソード開始

知ることの意味
ロンドン
英語

美しい羽のチョウ
サントドミンゴ

生態調査 (5)、 生物学 (7)、 スペイン語
虫類 ／ニジイロシジミタテハ

冠をかぶった鳥
ケープ、 ザンジバル、 アデン

生態調査 (1)、 生物学 (3)、 スワヒリ語
鳥類 ／カンムリヅル

変わった鳥の話
リスボン、 セビリア

生態調査 (2)、 生物学 (4)、 ポルトガル語
鳥類 ／ラケットヨタカ

ヨーロッパの宝石
ジェノヴァ、 マルセイユ、ヴェネツィア、

アテネ、 アレクサンドリア
生態調査 (4)、 生物学 (6)、 イタリア語

鳥類 ／カワセミ

違う色の同じ鳥
サンジョルジュ

生態調査 (6)、 生物学 (8)、 西アフリカ諸語
鳥類 ／ヤツガシラ

その驚くべき姿
アデン

生態調査 (8)、 生物学 (10)、 スワヒリ語
鳥類 ／ホウオウジャク　

思い出に残ったもの
セビリア

生態調査 (10)、 生物学 (12)、 スワヒリ語
鳥類 ／キエリボタンインコ

鳥の羽が運ぶもの
ザンジバル

生態調査 (11)、 生物学 (13)、 インド諸語
大型生物 ／オランウータン

誘拐事件
カリカット

インド諸語
ラジャン河賊 Lv42 を 10 人討伐

※海事ギルドクエスト

百獣の王
セビリア、 マルセイユ、 ナポリ

生態調査 (9)、 生物学 (11)、 西アフリカ諸語
大型生物 ／ライオン

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

【書庫】 足の長い虫の地図
リスボン

生態調査 (6)、 生物学 (6)
虫類 ／タテヅノカブト

槍を持った虫
サントドミンゴ

生態調査 (7)、 生物学 (9)、 マヤ諸語
虫類 ／ネプチューンオオカブト

力強い肢体
ポルトベロ

生態調査 (9)、 生物学 (11)、 マヤ諸語
虫類 ／ヘラクレスオオカブト

謎の光
サントドミンゴ、 ポルトベロ

生態調査 (9)、 生物学 (11)、 スペイン語
虫類 ／プラチナコガネ 

「家族」 へ



伝説との出会い
ロンドン

生態調査 (6)、 生物学 (8)、 極北諸語
中型生物 ／シベリアンハスキー
トラデスカントエピソード開始

明らかになる世界で
ロンドン

生態調査 (10)、 生物学 (12)、 英語
鳥類 ／ドードー
※ドードー再発見

( 期限 90 日 ) 後悔のその先
ザンジバル

生態調査 (4)、 生物学 (6)、 英語
植物 ／ムラサキツユクサ

歴史小説における証明
ロンドン

探索 (11)、 財宝鑑定 (13)、 開錠 (11)
財宝 ／青龍偃月刀

家族
（途中で 「いつか帰るところ」 に変化）

堺
探索 (11)、 財宝鑑定 (13)、 開錠 (11)、 中国語

財宝 ／玉璽

伝国の玉璽
ジャカルタ
中国語冒険者のバイブル

リスボン、 セビリア、 ロンドン
アムステルダム、 マルセイユ、ヴェネツィア

探索 (1)、 ポルトガル語 (※)
財宝 ／東方見聞録

※受注したクエストと同じ場所の言語

洞窟で見た恐怖
リマ

考古学 (7)、 視認 (5)、 ケチュア語 (5)
史跡 ／手形で描かれた壁画

約束がくれた未来
ロンドン

考古学 (15)、 視認 (13)、 中国語
史跡 ／ザナドゥ

※大冒険者転職クエ
トラデスカントエピソード完結

山壁の絵
サンクトペテルブルク

考古学 (9)、 視認 (7)、 中国語
史跡 ／アルタイ山脈の岩刻絵群

秘境調査任務　
ロンドン

サンクトペテルブルク
考古学 (15)、 視認 (13)、 中国語

史跡 ／アルタイ山脈の岩刻絵群
※ハイシーカー転職クエ

龍の目に似た果実
ジャカルタ

生態調査 (2)、 生物学 (4)、 中国語 (1)
植物 ／リュウガン

マダガスカルの東
サンジョルジュ、 ケープ、 ザンジバル、 アデン

地理学 (5)、 視認 (3)、 スワヒリ語
地理 ／モーリシャス諸島

人気な毒の実
ロンドン

生態調査 (5)、 生物学 (7)、 スペイン語 (1)
植物 ／アキー

太りすぎのガチョウのような鳥
ケープ、 ザンジバル、 アデン、 カリカット

生態調査 (10)、 生物学 (12)、 スワヒリ語
鳥類 ／ドードー

鄭成功についての調査
ジャカルタ

探索 (10)、 財宝鑑定 (12)、 開錠 (10)
財宝 ／台南の地図

思い出した一言
ジャカルタ

探索 (11)、 考古学 (13)、 開錠 (11)
歴史遺物 ／諸葛弓弩

岩壁の絵
アデン

考古学 (10)、 視認 (8)、 西アフリカ諸語
史跡 ／トゥウェイフルフォンテーン

もうひとつの連弩
ジャカルタ

探索 (11)、 考古学 (13)、 開錠 (11)
歴史遺物 ／元戎

読めない手紙
堺

探索 (8)、 財宝鑑定 (10)、 中国語
財宝 ／関帝詩竹

小説より面白い歴史
堺

探索 (4)、 財宝鑑定 (6)、 中国語
財宝 ／三国志

群雄割拠の物語
ロンドン

探索 (1)、 財宝鑑定 (3)、 中国語
財宝 ／三国志演義

淡水周辺の安全調査
リマ

探索 (5)、 考古学 (7)、 中国語 (1)
歴史遺物 ／鶯歌石

青空の下の幻
アレクサンドリア

生存 (5)、 生態調査 (12)、 生物学 (14)
虫類 ／テングアゲハ


