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ザンドロス

男 ヒューマン ファイター / レベル 6 / 無属性

“ レイヴン・クイーンの裁きに、また魂を捧げてやるぜ！ オラァっ！ ”
能力値

修正値

筋力     20        +8  
耐久力 15        +5
敏捷     10        +3
知力       8         +2
判断力 14        +5
魅力     10        +3

防御値

AC 25

イニシアチブ

+3

移動速度
(マス数)

頑健 22
反応 17
意志 17

5

修得済み技能

〈威圧〉 +8
〈運動〉 +11
〈持久力〉 +8

視界
通常

〈治療〉+10

言語

共通語 &
ドワーフ語

ヒットポイント    60

底力

(重傷 30)

回復力

15

装備品
ヴィシャス・バスタード・ソード +2

マジック・ライムファイアー・プレート・アーマー +2

アミュレット・オヴ・レゾリューション +1
そのほかの装備

バッシング・ヘビィ・シールド
クロスボウ, ボルト
標準冒険者キット

遠隔基礎攻撃

標準 / 遠隔武器 / 無限回

コメットフォール・チャージ

標準 / 近接武器 / 一日毎

必要条件 突撃し、近接基礎攻撃のかわりにこのパワーを使用せねばならな
い。; ＋15 対 AC; 3d10 ＋ 9 ダメージ。 ミス: 半減ダメージ。

必要条件 クロスボウ; 遠隔 15/30; ＋5 対 AC; 1d8 ダメージ; 装填・マイナー。

ディフェンシヴ・トレーニング

クリーヴ

君はこの遭遇の終了まで頑健、反応、意志のいずれかの防御値に＋2のパワ
ー・ボーナスを得る。

標準 / 近接武器 / 無限回

＋15 対 AC; 1d10 ＋7ダメージ。君に隣接している別の敵1体に5ダメージを与える。

フットワーク・ルアー

標準 / 近接武器 / 無限回

＋15 対 AC; 1d10 ＋ 7ダメージ。使用者は1マスだけシフトし、目標を自分のもとい
たマス目に横滑りさせることができる。

タイド・オヴ・アイアン

標準 / 近接武器 / 無限回

必要条件 シールド; ＋15 対 AC; 1d10 ＋ 7ダメージ。目標のサイズ分類が使用者より
1段階大きいかそれ以下であるなら、君は目標を1マス押しやる。君はそれまで目標
が占めていたマスにシフトすることができる。

カヴァーリング・アタック

標準 / 近接武器 / 遭遇毎

＋15 対 AC; 2d10 ＋ 7 ダメージ。目標に隣接する味方1人は2マスのシフ
トを行なえる。

シールド・スラム

マイナー / 近接 1 / 遭遇毎

必要条件 シールド;  敵に近接攻撃をヒットさせた時; ＋10 対 頑健; 目標を
1マス押しやり、目標は倒れて伏せ状態となる。

シールデッド・サイズ

マイナー / 使用者 / 遭遇毎

次の自分のターンの終了時まで、君はACと反応防御値に＋2のパワー・ボー
ナスを得、しかも自分を挟撃しているクリーチャーに戦術的優位を与えない。

ヴィランズ・メナス

標準 / 近接 / 一日毎

＋15 対 AC; 2d10 ＋ 7 ）ダメージ。君はこの遭遇の終了時まで目標に対す
る攻撃ロールに＋2のパワー・ボーナスを得、ダメージ・ロールに＋4のパワー・ボ
ーナスを得る。ミス：この遭遇の終了時まで目標に対する攻撃ロールに＋1のパワー
・ボーナスを得、ダメージ・ロールに＋2のパワー・ボーナスを得る。

マイナー / 使用者 / 一日毎

ヴィシャス・バスタード・ソード +2

クリティカル時 ＋2d12

バッシング・ヘビー・シールド
一日毎 / フリー・アクション:このパワーは使用者が敵に対して近接攻撃をヒットさせ
た時に使用する。その攻撃の効果を適用した後に、敵を1d4マス押しやる。

アミュレット・オヴ・レゾリューション +1
一日毎 / アクションではない。このパワーは、使用者がセーヴィング・スローに失敗し
た時に使用できる。その1回のセーヴィング・スローを再ロールすること。ただし出
た目がより低くても、再ロールした値を使用しなければならない。
そのほかの能力
ファイターの標的: 君は敵を攻撃するたび
に、攻撃目標を標的として“マーク”する;
君の次のターンの終了時まで、目標は君を
目標に含まない攻撃の攻撃ロールに－2の
ペナルティを負う。君にマークされてお
り、かつ君に隣接している敵が、シフトす
るか、または君を目標に含まない攻撃を
行なったなら、君はその敵に対して即応・
割込アクションとして1回の近接基礎攻撃
を行なうことができる。
卓越の戦士 : 君は機会攻撃の攻撃ロール
に＋2ボーナスを得る。君の機会攻撃がヒ
ットした敵はそこで移動を終了する。

《防御の盾》: 盾を必要条件とするパワ
ーをヒットさせた時、君は次の自分のター
ンの終了時か、または盾の使用を止める
か、どちらか早い方までの間、ACと反応
防御値に＋1のボーナスを得る。
スチール・ヴァンガード・ヴェテラン:君が
バスタード・ソードを使った無限回パワー
を使用するとき、出目が19、20でクリティ
カル・ヒットする。
* 簡潔にするため、いくつかのキャラクターの選択
は、このキャラクター・シートに記載していない。

Use the Character Builder to create and modify this character!
See www.wizards.com/dnd/insider for more information.

Localization by HobbyJAPAN

標準 / 近接武器 / 無限回

必要条件 バスタード・ソード; ＋15 対 AC; 1d10 ＋ 7 ダメージ。
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近接基礎攻撃

